
　総勢 56 チームが参加する関西最
大級のストリートダンスイベントは
必見 !!!
日時：12/8（土）18：00 ～ 22：00
場所：ねひめホール
主催：KAFE 実行委員会　　
協働：地域交流センター登録団体
入場：無料　（※）ゲストダンスチー
ムのショータイムは撮影等禁止にな
ります。ご了承ください。

イベント問合先：
　　地域交流センター　☎42 0106

ねひめふれあいステージ＋WS
日程：12/6( 火) オリジナルテーマに
あわせた体操＆はばタンもオリジナ
ル体操!?　後半はちびっ子達用のダ
ンスワークショップ開催。
時間：10：00 ～ 12：00
場所：多目的ホール　
対象：0歳から未就学のお子さんと
その家族
11/24（水）午前9：00より電話受付

市民が主催する40周年記念事業
～ KAFE2007 DANCE SECTION ～
　KAFE2002 から 5 年。市民主催型
によりパワーアップした KAFE2007
の第二弾 Dance Section がいよいよ
登場 !!
　 加 西 市 出 身 の プ ロ ダ ン サ ー
“KIN” デザインにより “MASTER OF 
DANCE” Tony Go Go や Be Bop Crew
の Ricky、インペリアルの Shinji。さ
らにコンテスト優勝や TV 番組出演
中の数多くの超有名ダンサーが全国
から一挙に集結。
　≪ゲスト≫
Tony Go Go、Ricky、Shinji、KIN、
99point、Adetoo、Root Lockers、
義人一家、MAESTRO、UPPER DICK、
CELL FUSION など。

 ねひめ cue!（多目的ホール）入場無料
「風と共に去りぬ」 
主演：ヴィヴィアン・リー 
11/23（金・祝）13:00 ～ 16:45
地域交流センター
　多目的ホール

  ねひめ FILM（多目的ホール）入場無料

11/24 （土）10：00 ～　グッバイガール
託児サービス有り　（3日前要電話予約）

ドイツ・オーストリア人俘虜も訪れた古刹
　　　　　　　　　　　　　－奥

おくさんじ

山寺（国正町）－
『加西市史』第五巻「建造物」より

写真　当時の多宝塔と俘虜たち

　　　　（ドイツで発見された写真）

　かつて青野原町には第一次世界大戦の俘
ふり ょ

虜収容所がありました、そこには

オーストリア人やドイツ人が 500 名近く収容されていました。大戦も末期にな

り戦線が収束していくと、俘虜の取り扱いも柔軟になり、集団での外出も許さ

れるようになります。こうして俘虜たちは、加西を始め各地を訪れることにな

ります。

　俘虜たちは、日本での生活を自分たちのカメラに収めていたようで、発見さ

れた写真から外出先も判明しました。市内では一乗寺や普
ふみょうじ

明寺（大工町）、市

外では闘
とうりゅうなだ

龍灘（加東市）などの風景写真が発見されました。

　また、国正町の奥山寺では多宝塔を背景に俘虜が記念撮影を行っています。

白
はく ち

雉二年（651）開
かい き

基と伝えられる奥山寺は、中世以降大いに栄え、近世に入

ると大
だいくむら

工村（現大工町）の大工神田氏の手により、伝統と斬新さが融合した非

常に趣き深い改築や改修が行われます。

　深山に佇
たたず

む豪壮な寺院建築と穏やかな空気は、俘虜たちにはどのように映り、

感じたのでしょうか。

　この時期、奥山寺は紅
くれない

で一色に染まります。紅葉と共に俘虜たちの感じたも

のを追体験してみるのも一興ではないでしょうか。 このコーナーでは、加西市史について皆さまに
分かりやすく紹介します。
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わくわく子育て情報
≪まちの子育てひろば応援団から≫

すくすくひろば＋かんがるーひろば
お子さんの身長・体重を測ります。大きくなったか
な？！
妊婦さんも大歓迎！ワイワイおしゃべりしましょ！
※今月は助産師さんによる「病気の時の対処方法につ
いて」のお話があります。
と　き　12/18（火）10時30分～ 11時30分

【問合・連絡先】

　ねひめキッズ  ☎425710（富田小東側）
　開園日：月～土曜日　午前10時～午後3時

  （※日曜日・祝日・年末年始は休園）

〈洋画〉市制 40周年記念市長賞：松尾正志（加西市）
市制 40 周年記念議長賞：菅野桂子（姫路市）教育委員
会賞：竹内薫（姫路市）文化連盟会長賞： 保杉弘（宍粟市）
美術家協会長賞：井上奈保（福崎町）

〈日本画〉市制 40 周年記念市長賞：袴田政巳（姫路市）
　　市制 40 周年記念議長賞：森下眞弓（高砂市）教育
委員会賞：定行鶴代（加西市）文化連盟会長賞：藤田照
美（福崎町）

〈水墨画〉市制 40周年記念市長賞：姫元美津子（姫路市）
市制 40 周年記念議長賞：妹島栢雪（姫路市）教育委員
会賞：稲継永治（西脇市）文化連盟会長賞：笹沼千寿代

（姫路市）美術家協会長賞：嶋田翆豊（西脇市）

〈版画〉市制 40周年記念市長賞：小山勇田加（加古川市）
市制 40 周年記念議長賞：三好研太（加東市）　教育委員
会賞：西川彰一（加古川市）文化連盟会長賞：戸谷孝子

（宝塚市）美術家協会長賞：岡哲也（加西市） 吉竹伸治（西
宮市）

〈書道〉市制 40 周年記念市長賞：新宮善覚（宍粟市）市
制 40 周年記念議長賞：鹿島久美（多可町）教育委員会
賞：西村白蓮（姫路市）文化連盟会長賞：福田恵（加西市）
美術家協会長賞：高見聖佳（加西市）

〈彫塑・工芸〉市制 40周年記念市長賞：狩野孝子（明石市）
市制 40 周年記念議長賞：辰巳清三（姫路市）教育委員
会賞：仲田軍兵（西脇市）文化連盟会長賞：石原康次郎

（丹波市）美術家協会長賞：長野勝（高砂市）

〈写真〉市制 40 周年記念市長賞：松本大（播磨町）市制
40 周年記念議長賞：大西康嗣（姫路市）教育委員会賞：
藤井紀夫（加東市）文化連盟会長賞：中右昌明（加西市）
美術家協会長賞：平井利幸（加東市）

美術公募展入賞者 （敬称略） 「北条鉄道の絵」入賞者決定
   　北条鉄道の四季をテーマ（今回

は夏）に募集したところ、26 点の
応募があり、3名の審査員により各
賞が選ばれました。応募された全
作品を 11 月 18 日から北条鉄道の
車両内などに掲載する予定です。

北条鉄道社長賞：上原萌（小学 3 年）ステーションマスター
賞：森本うらら（小学 4 年）駅長賞：上原宗馬（小学 3 年）
畑中友希（小学 2 年）　中野　大（小学 2 年）

問合先：北条鉄道（株）☎42 0036 http://www.hojorailway.jp

　青少年センターでは、青少年の非行を防止し、明るく健
全でいきいきと生活することを目的に「非行ゼロ運動」を
実施しています。その一環として市内の小中学生を対象に
作文・標語・ポスターを募集し、入賞者が決定しました。

●ポスター《中学校の部》　最優秀賞：小池 真菜（泉）
　優秀賞：谷勝  裕（北条） 、村上 友香（加西）
　《小学校の部》　最優秀賞：上坂 望栄（西在田）
　優秀賞：清田 沙紀（北条東）、亀田 まなみ（九会）
●作文 《中学校２年》　最優秀賞  田中 未紗（北条）
    優秀賞　吉田 早希（泉） 優秀賞　堀江 紗也香（泉）
●標語 《中学校の部》 最優秀賞  三枝 ほなみ（北条）
  優秀賞   菅野 梨沙（加西）、森井 拡靖（善防）
 《小学校の部》 最優秀賞　後藤 里友（九会）
    優秀賞   是常 早穂美（賀茂）、森元 知里  （泉）

青少年の非行防止をめざして

「非行ゼロ運動」作品の入賞作品決定

▲上原萌さんの作品

今年も走るよ「サンタ列車」
　北条鉄道からの一足早いクリスマスプレゼント。サン
タと一緒に楽しい時間をすごしましょう。
期間：12/10（月）～ 24（月）毎日
時間：北条町駅発 9:30、10:42申込先：北条鉄道㈱☎42 0036

☆加西市の子育て情報冊子「子育てハンドブック」に掲載する広告を募集します。問合先：子育て支援課　☎42 8726


