問合先／健康課（健康福祉会館内）☎42-8723
fax42-7521 kenko@city.kasai.lg.jp

高齢者インフルエンザ予防接種
インフルエンザは、風邪に比べ気管支炎や肺炎などを

●期間

10 月 15 日（火）～令和２年 1 月 31 日（金）

併発しやすく、命に関わることがあります。特に高齢の

●料金

無料

方は、症状が重篤化する可能性が高くなります。接種を

一部費用負担が発生する場合があります

希望される方は、12 月中旬までに接種しましょう。

●回数

●対象者（接種日の年齢）

●医療機関に持参するもの

・65 歳以上の方

健康保険証など本人確認できるもの

・60 歳以上 65 歳未満で心臓・腎臓・呼吸器の機能障害、

●接種方法

またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害をお

に予約してください。北播磨圏域以外で接種される場合

持ちの方

は、事前に必ず健康課で手続きをしてください。手続き

※日常生活が極度に制限される方に限る

※指定医療機関以外で接種される方は、

1回

市内指定医療機関、北播磨の指定医療機関

せずに接種された場合は、自己負担となります

●市内指定医療機関
あさじ医院

☎ 44-0225

坂部整形外科

☎ 43-1444

堀井内科医院

☎ 46-0361

佐竹医院

☎ 42-4057

まえだ内科神経内科クリニック ☎ 45-2050

医療福祉センターきずな

☎ 44-2881

市立加西病院

☎ 42-2200

みのりクリニック

☎ 49-8470

大杉内科医院

☎ 47-0023

たまだ泌尿器科クリニック ☎ 42-5900

横田内科医院

☎ 42-5715

小野寺医院

☎ 48-3737

なかじま整形外科

☎ 48-2800

安田内科・循環器内科クリニック ☎ 43-7931

おりた外科胃腸科医院

☎ 42-6000

西村医院

☎ 49-0001

米田病院

さかいこどもクリニック ☎ 43-0415

西村耳鼻咽喉科

☎ 42-6020

かがわクリニック

北条田仲病院

☎ 42-4950

安積医院
※

☎ 43-8887

☎ 49-0150

☎ 48-3591

きずなは、入所者などに限ります

※

加西病院のコーナー

問合先／加西病院☎42-2200

将来構想の策定について
市立加西病院の将来について、有識者による検討を

より一層の応分負担

経て、方向性がまとまりました。かねてより院内の改

を招くことにもなり

革に取り組んでまいりましたが、30 年先を見据えた人

か ね ま せ ん。 既 に、

口動態や医療政策動向、医師の派遣元である大学の動

世の中の大きな枠組

き、国や県の医療政策動静等の多くの要素をにらみな

みは、知らぬ間に驚

がら、さらなるリモデルを迫られているとの念を強く

くほど大きく速やか

致しました。大きな柱として、がん対策、認知症対策、

に変わっています。

救急医療の３つを含む 8 つの方針を確認したところで
す。詳細については、当院ホームページに掲載してい
ますので是非ご覧ください。

皆さまの「最大多数の最大幸福」を実現するため、
地域包括ケアシステムの柱となる当院の建て替えをで
きるだけ早く実現できるよう、ようやく港を離れ出航

ご存じの通り日本国中で、病院の経営統合が進んで

したところです。この先も無風で順風満帆の航海でな

います。至る所にあった画一的な病院が、新たな使命

いことは明らかですが、是さまに皆様の建設的なご意

を明確に与えられ、規模や提供内容を再定義された上

見とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

で、序列化・機能分担化し、これからの社会により適
合した形で再編されているところです。かつて北播磨
医療圏で中心的役割を果たしてきた当院にとっても、
この波をどう受け止めるかは、極めて重要なこととな
ります。利便性や郷愁のみで復古的な形態を望む場合、
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今後は、基本構想の考えをより具現化するための基

本計画を策定する場を速やかに設け、先の有識者によ
り引き続き市長の判断に資する諮問委員会として、よ
り創造的建設的な英知を結集することを計画していま
す。
市立加西病院

事務局

公民館まつり（芸能発表・作品展示など）

問合先／生涯学習課☎42-8775
fax43-1803 shogai@city.kasai.lg.jp

●善防公民館まつり～人・地域・心をつなぐ～
10/19（土）
9:00 ～ 17:00 作品展示
09:30 ～ 11:30 井上 慶太 九段 による
『将棋特別講座』
10:00 ～ 15:00 囲碁体験教室

●北部公民館「ふるさとの祭典」
今年の開催は１日限り。先着で記念品をプレゼント。
11/16（土）
9:00 ～ 開会式
9:00 ～ 15:30 作品展示
9:00 ～ 農作物いろいろバザー ※売切れ次第終了

10:00 ～ 11:30 講談／旭堂南海氏『戦国おもしろばなし
～秀吉・光秀智恵くらべ～』口上『バナナの叩き売り』
腹話術『シンちゃん』／春風小イチロー氏
12:30 ～ 16:00 子ども将棋大会（要申込 参加費 500 円）

9:30 ～ 11:00 栗木 剛氏 講演会
『みんなで育む、安らぐ未来～今つなげよ
う地域の力～』

10/20（日）
9:00 ～ 15:30 作品展示
9:45 ～ 15:30 芸能発表、お楽しみ抽選会
10:00 ～ 14:00 料理などの各種バザー・お茶席他
場所・問合先／善防公民館 ☎ 48-2643
●南部公民館「宮き野のつどい」～ＭＫＮ 紅白演芸合戦～
10/26（土）
9:00 ～ 17:00 作品展示
9:00 ～ 10:00 吹矢体験
10:00 ～ 10:35 加西中吹奏楽部
10:45 ～ 12:00 一人紅白歌合戦 歌手／羽生 知央氏
10/27（日）
9:00 ～ 15:00 作品展示
10:00 ～ 15:00 ＭＫＮ紅白演芸合戦
出演者が紅白に分かれて熱演！

第 53 回

加西市文化祭

●市民音楽祭
日時／ 11 月 4 日（月・祝）開場 13:00 開演 13:30
場所／市民会館文化ホール
内容／音楽を愛好する市内の音楽団体が出演
●茶席
日時／ 11 月 10 日（日）10:00 ～ 15:00
場所／アスティアかさい 3 階集会室
内容／茶道協会（裏千家・神田宗郁社中）のお抹茶席※御茶券 300 円
●おやこ劇場（ミニげきじょうパート 16）
日時／ 11 月 17 日（日）開場 13:15 開演 13:30
場所／アスティアかさい 3 階多目的ホール
●文芸祭
日時／ 11 月 9 日（土）～ 10 日（日）
10:00 ～ 17:00 ※ 10 日は 12:00 まで
場所／アスティアかさい 3 階ねひめホール
内容／俳句・短歌・川柳の入賞、入選作品を展示
※ 11 月 12 日から、一般の部応募作品とジュニアの部
入賞作品を掲載した作品集を、4 公民館、図書館、市文化・
観光・スポーツ課で入手できます（無くなり次第終了）

9:30 ～ 15:00 交流碁会（北部公民館）
11:00 ～ 13:00 料理バザー・吹矢体験
11:30 ～ 15:30 芸能発表・お楽しみ抽選会
泉中生徒も祭典に参加！有志ボランティアの運営
9:00 ～吹奏楽部演奏 11:30 ～３年生合唱
場所／泉中学校 問合先／北部公民館☎ 45-0103

10/26・27 両日
9:00 ～ 九会小・加西中 の作品展示
料理バザー※無くなり次第終了
来館者にはオリジナルクリアファイルをプレゼント（数
量限定）。
場所・問合先／南部公民館☎ 49-0041
●中央公民館「中央ふれあいまつり」
加西市民会館コミュニティセンターが工事中のため、
開催されません。
問合先／文化・観光・スポーツ課 ☎42-8773
fax42-8745 bunka@city.kasai.lg.jp

●いけばな展
日時／ 11 月 9 日（土）～ 10 日（日）10:00 ～ 17:00
※ 10 日は 16:00 まで
場所／アスティアかさい 3 階ねひめホール
内容／市内いけばな協会 7 流派が出展
●囲碁大会
日時／ 11 月 4 日（月・祝）受付 9:00 開始 9:40
場所／健康福祉会館 2 階研修室
クラス／Ａ（4 段以上）、Ｂ（初段～ 3 段）、Ｃ（1 級以下）
参加費／一般 1,500 円、高校生以下 500 円
●家族ふれあい芸能祭

日時／ 11 月 3 日（日）開場 11:00

開演 12:00

場所／健康福祉会館ホール
内容／芸能協会による民舞・詩舞道・邦楽・腹話術・マ
ジック・歌謡・播州音頭

●美術公募展
日時／ 11 月 13 日（水）～ 17 日（日）10:00 ～ 17:00
※ 17 日は 15:00 まで
場所／善防公民館
内容／洋画・日本画・水墨画・版画・書道・彫塑工芸・
写真の入賞、入選作品を展示
広報かさい
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