
休日当直医

※診察時間は 9:00 から 17:00 まで。
※当直医日程は変更になる場合がありますので、必ず医療機関に電話確
　認してください。加西消防署（☎㊷ 0119）で確認することもできます。

2 月 2 日（日）　みのりクリニック 　☎㊾ 8470（下宮木町）　　　
2 月 9 日（日）　あさじ医院  　☎㊹ 0225（若井町）　　　　
2 月 11 日（火）　西村医院　　　 　☎㊾ 0001（中野町）　　　　
2 月 16 日（日）　つつみ神経内科 　☎㊺ 2050（野上町）　　　　
2 月 23 日（日）　小野寺医院  　☎㊽ 3737（王子町）　　　　
3 月 2 日（日）　坂部整形外科  　☎㊸ 1444（北条町）　　　　
3 月 9 日（日）　横田内科医院　 　☎㊷ 5715（北条町）　　　　

広告

18 19

広報かさい　2014.2 月号 広報かさい　2014.2 月号

おくやみ

敬称略。12月16日～ 1月18日届出・掲載承諾分

死亡者 年齢 喪主 町名

※市外で死亡届を提出された方で「おくやみ」に掲載を希望
される方は、ふるさと創造部秘書課（☎㊷8701）まで。

■ 2 カ月児（先天性股関節脱臼）健診 
日時：2/24（月）13:00 ～ 13:45
対象：平成 25 年 12 月生まれの乳児
■ 4 カ月児健診
①日時：2/4（火）13:00 ～ 13:45
　対象：平成 25 年 9 月生まれの乳児
②日時：3/4（火）13:00 ～ 13:45
　対象：平成 25 年 10 月生まれの乳児
■ 1 歳 6 カ月児健診 
日時：2/25（火）13:00 ～ 13:45
対象：平成 24 年 8 月生まれの幼児
■ 2 歳児教室
日時：2/26（水）13:00 ～ 13:15、

14:00 ～ 14:15
対象：平成 24 年 2 月生まれの幼児
■ 3 歳児健診
日時：2/18（火）13:00 ～ 13:45 
対象：平成 22 年 12 月生まれの幼児
■乳幼児保健相談
日時：2/27（木）13:00 ～ 13:30 
対象：希望者
■離乳食講習会（予約制）
日時：2/13（木）13:00 ～ 13:30  
対象：4 ～ 6 カ月の乳児の保護者
定員：10 人
■プレママ教室パート②（予約制）
日時：2/7（金）13:00 ～ 13:30
対象：妊娠 5 カ月以降のママ・育児
協力者
■パパママクラブ（予約制）
日時：3/7（金）13:00 ～ 13:30
対象：妊娠 5 カ月以降のママ・育児
協力者

健診実施場所：健康福祉会館

乳幼児健診

上記問合先：健康課☎㊷8723

■母子健康手帳の交付申請
【印鑑、妊娠届出書（産院でもらった方のみ）】

■妊婦健康診査費の助成申請
【印鑑、市内に住民票があることが

確認できる書類（免許証等）を持参。
母子健康手帳交付時にも申請可】
対象：妊婦
受付時間：平日 8:30 ～ 17:15
申請場所：健康課（健康福祉会館）

★母子健康手帳をお持ちください。

税

平成 25 年度固定資産税 4 期、国民
健康保険税（普通徴収）8 期の納期
限は 2 月 28 日（金）です。
問合先：税務課☎㊷ 8712

納期内完納にご協力をお願いします
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繁田太志 86 繁田行進 青野町
頃安ちよ子 92 頃安一昭 西野々町
後藤富雄 81 桑原明佳 鶉野町
小田しげ子 94 小田治行 鴨谷町
本多久子 92 本多啓介 福住町
塚前こぎく 96 塚前年明 中西町
内田信夫 78 内田貞幸 琵琶甲町
堀川貞一 85 麻野博志 北条町北条
山本　淳 46 山本一美 野田町
溝辺義則 76 溝辺徹也 北条町古坂
仲井　操 85 仲井明憲 都染町
藤原賞三 79 藤原芳巳 野上町
別府敏子 96 別府靖夫 別府町
仲井　貴 85 仲井尚貴 山枝町
山田曻一 88 山田　勝 国正町
東郷數子 88 東郷八千代 戸田井町
藤田一郎 83 藤田きくゑ 繁昌町
後藤あさ子 101 後藤篤彌 北条町北条
荒木ミサ子 78 荒木　満 山下町
大崎一積 100 大崎　侑 福住町
埴岡興二 74 埴岡則成 北条町横尾
松本一義 88 松本　学 山下町

死亡者 年齢 喪主 町名

相談内容 日時・場所
人権相談（人権問題に係る相談）☎㊷ 8727 2/4（火）、3/4（火）13:30 ～ 15:30　市民会館

法務局における人権相談所☎ 0795 ㊷ 0201 月～金曜日（休日を除く）　8:30 ～ 17:15
神戸地方法務局社支局（木曜日は人権擁護委員が対応）

行政相談（行政に係る諸問題）☎㊷ 8739 2/27（木）13:30 ～ 15:30　アスティアかさい 3 階ワークルーム
市民相談（市民の日常生活上の諸問題）☎㊷ 8739 月～金曜日 9:00 ～ 16:30　アスティアかさい 3 階市民相談室
消費生活相談（商品購入に関するトラブル等）☎㊷ 8739 月火木金 9:00 ～ 16:30　アスティアかさい 3 階市民相談室
教育相談（いじめ・不登校、子どもの悩み等）☎㊷ 3730 月～金曜日　9:00 ～ 17:00　　総合教育センター
心配ごと相談・法律相談・身体障害者福祉相談☎㊸ 0303 2/27（木）9:00 ～ 11:00　健康福祉会館※法律相談は受付 10 人まで
心配ごと相談・身体障害者福祉相談☎㊸ 0303 2/13（木）13:30 ～ 16:00　健康福祉会館
こころのケア相談☎ 0795-42-5111 2/27（木）13:15 ～ 15:00　加東健康福祉事務所　※予約制
アルコール問題相談☎ 0795-42-5111 2/18（火）13:15 ～ 15:00　加東健康福祉事務所　※予約制
精神障害者福祉相談☎㊷ 8725 2/26（水）13:00 ～ 15:00　市役所 6 階会議室
知的障害者福祉相談☎㊷ 8725 2/18（火）10:00 ～ 12:00　健康福祉会館
母子・女性・DV 相談（母子家庭等）☎㊷ 8709 月～金曜日　8:30 ～ 17:15　市役所 1 階地域福祉課
児童虐待・養育相談☎㊷ 8709 月～金曜日　8:30 ～ 17:15　市役所 1 階地域福祉課
療育・養育相談（0 ～ 18 歳までの子をもつ保護者）☎㊷ 6704 月～金曜日　9:00 ～ 17:00　健康福祉会館 家庭児童相談室

スマイル健康相談（食生活などの健康等）☎㊷ 3621 2/5（水）、19（水）、3/5（水）受付 13:00 ～ 14:00
健康福祉会館　※予約制

エイズ・肝炎ウィルス検査・相談☎ 0795-42-9436 2/3（月）、17（月）、3/3（月）13:30 ～ 14:20
加東健康福祉事務所　※予約制、匿名、原則無料

ボランティア相談☎㊸ 8133 2/6（木）、3/6（木）13:30 ～ 15:30　健康福祉会館
市役所市民課窓口延長（住民票の交付等）☎㊷ 8720 2/12（水）、26（水）、3/5（水）17:15 ～ 19:00　市役所 1 階市民課

■相談コーナー

丸井貴代子 84 丸井康久 両月町
常峰かづ子 87 常峰正暢 田谷町
井之上春治 80 大塚定美 北条町栗田
時里正義 89 時里貞枝 若井町
森本　保 85 森本俊章 北条町西南
金川みよし 76 金川久男 和泉町
岡田粂雄 83 岡田暢章 油谷町
中居次二 82 中居はな子 野田町
常峰　勉 90 常峰正義 小印南町
藤本しずよ 89 藤本忠男 若井町
吉田須恵子 89 吉田洋一 青野原町
中川三保子 90 中川清彦 山下町
萩原義男 81 萩原　修 北条町黒駒
黒田みち子 93 黒田國雄 福居町
伊藤哲也 87 伊藤公和 和泉町
森井一女 90 森井聰一 三口町
藤原幸雄 97 藤原基彦 谷町
植田保子 88 植田　孝 北条町小谷
真野まさの 64 真野光義 北条町北条
垣内俊弘 85 垣内俊忠 谷町
中右すま子 84 中右盛計 市村町
小牧あさ子 90 小牧重美 下芥田町
織邊一成 83 織邊幸博 網引町

通信制・単位制の高校です。
対象：県内在住または勤務で義務教
育を修了した方
出願期間：2/17（月）～ 24（月）
※ 18・22 日は除く
問合先：県立青雲高等学校（神戸市
長田区）☎ 078-641-4200

県立青雲高等学校入校生募集

消費者トラブルなどの相談は消費生活相談窓口へ
　商品やサービスに関する苦情や事業者との
トラブルについての相談、消費生活に関する問
い合わせなどは、アスティアかさい 3 階にあ
る加西市消費生活相談窓口にご相談ください。

問合先：加西市消費生活相談窓口（月火木金 9:00 ～ 16:30 ※祝日を除く）
　　　　☎㊷ 8739、消費者ホットライン（平日 9:00 ～ 17:00、土日祝
　　　　10:00 ～ 16:00）☎ 0570-064-370

■主な相談内容例
・悪質商法の被害にあった ・インターネットでのトラブル
・商品を使って事故にあった ・多重債務の悩み
・契約や取引で困った  ・商品やサービスに関する苦情
・契約・購入前の相談  ・その他消費者トラブル

■身体等に障がいのある方
科 目： も の づ く
り 科、 ビ ジ ネ ス
事 務 科、 ビ ジ ュ
アルデザイン科、
情報サービス科
募集：各科とも 5 人程度
■知的障がいのある方
科目：総合実務科
募集人数：4 人程度
授業料：無料（教材等は自己負担）
選考方法：学力試験、面接等
募集期間：2/12（水）まで
問合先：兵庫県立障害者高等技術専門
学院（神戸市西区）☎ 078-927-3230

県立障害者高等技術専門学院
平成26年度学院生募集


