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　加西市の抱える最大の問題は、膨大な財政赤字です。したがって財政を健全化することが、市政全ての大前提となり
ます。加西市が公民連携を研究する目的は、より質の高い市民サービスの提供を可能とする市役所に変革することです。
　東洋大学では、この 8月にアメリカへ現地調査を行うため、同大
学常務理事をはじめとする教授・院生の 24 名の研究視察団が構成
されました。
　共同研究を実施中の加西市からも、市長と職員 1名が参加します。
　期間は 8月 10 日から 21 日まで、行き先はワシントン D.C.、ア
トランタ、オーランド、デンバーなど、参加費は 2名分で約 88 万
円です。調査項目等の詳細は加西市ホームページをご覧ください。

2 3

　7月27日、加西市公民連携フォーラムが健康福祉会館で開催されました。加西市は、学校法人東洋大学と協定
を結び、「市役所業務の包括委託」、「上下水道の民営化」、「公有資産の有効活用」について共同研究を進めています。
　同大学院公民連携専攻の社会人大学院生が 4ヶ月間にわたって調査し、加西市の政策課題について、外から
の視点と公民連携の発想で分析した結果を、中間報告としてまとめたものです。

　私が市長になってから、加西市は、上下水道の窓口事務、
検針業務などを民間委託しました。関電サービス㈱に委託
したことにより、人件費が削減され、滞納回収が増えたこ
とで、初年度の経済的効果だけでも約 2,700 万円近くあり
ました。指定管理者制度やＢＤＦ製造事業も、全て公民連
携と市民参画により運営しています。今年 10 月からは公
共料金などの滞納金を回収する業務を、民間のサービサー
( 債権管理回収業者 ) に委託する予定です。
　民間にできることは民間に任せて、従来、官が独占して
きた事業を民に開放すれば、民間のビジネス機会が拡大し
ますし、民間の力で行政や公共サービスを変革できます。
　加西市では、ここ数年で団塊世代の大量退職が見込まれ、
市役所業務の担い手が激減することが予想されますので、
公民連携を進め、外部の人材、大学や民間企業等との協力
関係・コラボレーションによって、市役所の業務の多くを
運営していきたいと考えています。
　パブリック ( 公 ) とプライベート ( 民 ) がパートナーシ
ップを組む公民連携（ＰＰＰ）が、加西市再生の鍵である
と確信しています。
　北条鉄道㈱も、アスティアかさいの運営会社㈱加西北条

1．公民連携（ＰＰＰ）とは　市長あいさつ要旨

都市開発も、官民が共同出資している第三セクターですが、
決して民間がリスク（負担）を負っているわけでなく、官
民の責任分担は必ずしも明確ではありません。北条鉄道は、
この 2年間で赤字を半減できましたが、三セク方式はい
ずれ解消するべきです。純粋な民間会社にし、責任の所在
も明確にして、経営センスのある民間人社長に頑張っても
らうべきであるというのが、私の持論です。
　水道事業も、安全で美味しい水が、低コストで安定的に
供給されるのであれば、必ずしも市が直営でやる必要はあ
りません。給食サービスも同様です。
　今後、加西市が取り組まなければならない行政上の重要
課題は、小さな市役所の実現、老朽化した学校などの建替
え、上下水道の効率化、ごみ処理の合理化、市民病院の経
営改革など、枚挙にいとまがありません。
　これからの公共事業や公共サービスでは、官と民が、そ
れぞれが得意とするものを持ち寄り、相互に協力して実施
することがますます重要となります。そうすることによっ
て、公共サービスの継続と質の向上が可能となり、結果と
して税金を負担している市民・納税者の利益につながるも
のと考えます。     （市長）

2．東洋大学院生による報告

　大学院生 7名から公民連携による「財政再建」と「定住促進」のための提言が

次の 5章に分けて発表（中間報告）が行われました。

　遊休資産の開発と利活用の基本方針、上下水道の民営化の必要性、米国サンディ・スプリング市の先進事例を挙げ、

市役所業務の包括委託による行政コストの削減、市民サービスの向上など公民連携のメリットなどについて、会場に集

まった 200 人の市民に報告しました。

3．行政事務の包括委託に向けて

　2008 年 4 月現在、加西市の職員総数は 1,097 人、うち
正規職員は 7割弱です。病院に所属する職員は全体の 3
割を占めます。加西市には近隣市町に比べ、直営の幼稚園・
保育園が多く、施設に従事する職員の人件費や維持管理費
が財政硬直化の一因となっています。
　また、人員面や財政面の制約もあって、市役所の全ての
業務をフルラインで行うには限界が生じています。

　サンディ・スプリング市の職員は、シティマネージャー
1名、シティスタッフ（契約担当、財政担当、業務担当）
3名のわずか 4名だけです。
　この4名が包括委託業者の業務遂行状況をチェックしま
すが、実際の市政業務を担当する民間会社は、プログラム・
ディレクター以下約 140 人のスタッフで運営されており、
6つの部局に配属され業務を行っています。

4．東洋大学大学院アメリカＰＰＰ研究視察団への参加

　フォーラムでは、公民連携の先進事例として、米国サンディ・スプリング市（アトランタの北側、人口約 10 万人で市

の職員は 4名のみ。市政全体を民間企業に委託）の市政運営方法が紹介されました。

　「究極のアウトソース ( 外部委託 ) 都市」サンディ・スプリングス市から加西市が学ぶべきポイントは、次の通りです。

■ 加西市の組織運営 ■ サンディ・スプリングス市の場合

・加西の土地の利活用構想、定住促進策
・住みたいまちへのストーリー「ねひめスタイル」

■ 第1章．加西市の将来構想

・遊休公有資産の利活用
・PPP スキームによる開発の考え方　
・ 遊休公有資産の開発イメージと PPP 開発によるメリット

■ 第２章．遊休公有地の活用・開発構想

・上下水道事業の現状と課題
・PPP 手法について　　　
・上下水道事業の PPP 化へ向けて

■ 第３章．上下水道ＰＰＰ

・行政事務の包括業務委託とは何か、先進事例の紹介
・加西市と先進事例の比較
・加西市包括業務委託の方向性と期待されるメリット

■ 第４章．包括業務委託

・基本方針　　　　　　　　　・ 実施施策
・加西型 PPP 構想（KP21）　　・ スケジュール

■ 第５章．計画実行プロセス

▲ 東洋大学大学院生と市長。中央右はサム田淵教授

加西市 サンディ・スプリング市

■ 職員総数
　 1,097 人（正職員 716 人）
■ 人口約 5 万人
     1000 人あたり 22.1 人
■ 面積　150.44k㎡

■ 職員総数
　 140 人（正職員 4人）
■ 人口 約 10 万人
     1000 人あたり 1.4 人
■ 面積　95.8k㎡

　上記の表からサンディ・スプリング市は、加西市よりも
少ない職員で行政運営をしていることがわかります。
　両市の市長部局以下の機構をみると、サンディ・スプリ
ング市で、民間 1社が一元的にマネジメント（管理運営）
可能な体制を構築しているのに対し、加西市はじめ日本の
自治体の場合は、本来公務員が行うべき業務を民間に委託
するという構造上、個別部局毎かつ基本的には年度ごとの
受委託契約となっています。
　サンディ・スプリング方式に比べ、日本の行政で一般的な
個別契約では管理費、事務費が膨れ上がるばかりでなく、構

■ 加西市とサンディ・スプリングス市との比較

【問合先】　経営戦略室　☎428700　　加西市公民連携専用HP　http://www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/28pppt/index.htm

造的に民の知恵が反映されにくい仕組みであるといえます。
　このあたりの組織・機構の違いが、同種業務を比較して
も、サンディ・スプリング市では、日本よりはるかに低い
人員とコストで仕事をこなせている要因と思われます。

▲ 報告する大学院生。熱心に聞き入る聴衆

　詳細につきましては、加西市ホームページにも掲載して

おります。なお、このたびの発表は中間報告であり、調査

研究を重ねた最終報告は年度内を目途に行われる予定です。

地域経営の新しいパートナーシップPPPではじめる加西の未来 加西市公民連携フォーラム

　サンディ・スプリング市は、アトランタ市の北側に隣接。

サンディ・スプリングス市米国ジョージア州

米　国ロスアンジェルス デトロイト

ニューヨーク
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　アラビアンナイトに出てくる魔人は三つの願いを

叶えてくれます。『願い事は三つまで』というのは

割と普遍的なシナリオで、日本の昔話にも出てきま

す。医療制度にも三つの願いがあります。『コスト

（費用）、クオリティ（質）、アクセス（受診し易さ）』

です。つまり、費用が安く、質が高く、何時でも何

処でも誰でも受診できる医療は夢の制度なのです。

　この三つの願いには “choose any two but three

（いずれか二つは追及できても、三つ同時の実現は

無理）” という言葉が続きます。つまり、安い費用

で、安易に病院を利用すれば、質の低下を招かざる

を得ないと言う指摘です。これは今の日本の医療崩

壊の構造そのものです。我が国の医療は、医療費（国

民総生産当り）も医療従事者数（人口当り）も先進

諸国（OECD）の中で最下位に近いプア（貧弱）な

環境で、世界一の長寿という質を実現してきました。

一方、多忙さの中で起こる医療事故の度にバッシン

グ（批判）を受け、労働を強化して安全をあがなっ

加西病院のコーナー　                                加西病院WEBサイトhttp://www.hospital.kasai.hyogo.jp/

てきました。その負担の重さに耐えかねて病院医療

の現場から医師が立ち去ってゆきます。7月 13 日

の神戸新聞は兵庫県下の 32 の公的病院で 56 の診

療科が縮小したと伝えています。

　今、日本の医療で急速に受診しにくくなっている

のが救急です。北播磨圏や姫路の病院でも、救急の

受け入れをどんどん制限しています。病院が無理し

て救急を受け入れれば、医師の業務負担がオーバー

し、医療安全も破綻します。加西病院も例外ではあ

りません。加西病院の医療を守るために、医療者の

環境を改善する資金の投資とコンビニ受診の自重が

不可欠です。　　　　　　　　　　　　　（ 病院長 ）

三つの願い：コスト、クオリティ、アクセス

　
　夜間の救急医療では当直医

師は寝ないで働き、翌日も通

常勤務を行う過酷な労働で市

民の命を支えています。安易

な救急受診は控えて、待てる

場合は翌朝受診しましょう。

◀ 加西病院救急室にて

二種混合（ジフテリア・破傷風）予防接種を受けましょう
【問合先】　
国保健康課健康係　☎428723

　二種混合（ジフテリア・破傷風）予防接種は、乳幼児期に受けた三種混合予

防接種の追加接種として行います。追加接種することで予防効果が高まります。

予防接種名 二種混合（ジフテリア・破傷風）予防接種

対象者 小学校 6年生（11・12 歳）

接種場所 市内予防接種指定医療機関
（接種前に予約を兼ねて、直接医療機関にご確認ください）

接種費用 無料

必要物品 母子健康手帳・体温計・健康保険証（本人確認のため）
＊予防接種予診票は医療機関にあります。保護者同伴の上予防接種を受けてください。

教育委員会から学校統廃合計画について

　北播磨の自治体病院が過剰である中、県立加古川

病院では、平成 21 年度の新病院開設に向けて、整

備が進められています。

　この新病院が開設されれば、加西病院の経営環境

は一層厳しくなると思われます。加西病院のあり方

検討委員会からの答申を受けて、本年度中に「加西

病院の改革プラン」を策定し、新たな経営方針を決

定することを通して、影響を最小限に食い止めたい

と考えています。

　また、市民の皆様には、加西病院で治療できる病

気は、加西病院で治療してください。昨年、マタニ

ティセンターもオープンし、安心して出産していた

だける環境も整いましたので、なお一層のご利用を

お願いします。

　多くの市民の皆様に利用していただくことで、病

院職員の士気は高まり、そのことが患者さんへの思

いやりのある、丁寧な医療サービスにもつながりま

す。どうぞ、近くの加西病院をご利用ください。た

だし、急患でもない方が、コンビニのように夜間休

日に受診されるのは、ただでさえ過酷な医療現場に

さらに負担をかけますので控えてください。（市長）

新加古川病院計画と加西病院への影響
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　学校が大きく変わろうとしています。私たちは、その変化を的確にとらえ、教育の質の向上を図っていかなければな

りません。しなければならないことは数多くありますが、当面は次の 4つが重点だと考えています。

　①「これが教育改革だ」ということを示すことができるパイロットスクールをつくること。

　②「1学年最少 2学級が必要」という考え方に立って学校統合を進めること。

　③「必要な学校施設整備を急いで進めよう」を合言葉に耐震補強、改造、改築を行うこと。

　④「乳幼児の教育保育は民間で」と考え、幼稚園・保育所を一体化し、民営化すること。

　これら全体については次回にご説明しますが、今回は、学校統廃合について述べたいと思います。

■学校統合がなぜ必要か
　「学校統合」という言葉をきくと、「どことどこが統合されるんだ」「小さな学校でずっとうまくやってきている」「学

校がなくなるのは地域がなくなること」などの声が予想されます。

　しかし、大きくは次の 3つの理由から学校統合は絶対必要です。

　学校というところは、いろいろな子どもと、おとな（職
員）がいて、様々に変化する人間関係の中で学習し、行事
に参加して「生きる力」を身につけるところです。
　子どもたちからみて「大勢いるな」と思える人数が必要
です。そのためには、「最少でも学年 2学級、1学級児童
数 35 人」は必要だと考えています。学年 2学級は、年度
ごとにクラス替えができる最少の学級数です。学級内の児
童の人間関係を新しくするのにクラス替えは有効です。

　学校教育にとって、財政はとても重要なものです。
加西市の耐震化の状況は、39.5％で、県内順位は下から数
えて 3番目です。老朽化した暗い校舎もあります。いま
だに鉄サッシの校舎もあります。なぜ、計画的に耐震補強・
改造・改築ができなかったのでしょうか。財政事情がそれ
を許さなかったのです。
　加西市には、小学校 11、中学校 4、特別支援学校 1、幼

（教育長）

　平成 20 年 4 月 1日現在の市内の子どもの数です。現在
の学級定員は、兵庫県の場合、１～ 4年生は 35 人、5・6
年生は 40人です。一番多い5歳児が小学生になったとき、
単純計算では、市内で 13 学級あればいいことになります。
ということは、2学級学校が 5校、3学級学校が 1校あれ
ばいいということです。
　次に示す 6校統合案で考えますと全体で 14 学級。3学
級学校が 3校、2学級学校が 2校、1学級学校がパイロッ
トスクール 1校となります。今後生まれてくる子どもの
数を、いまの 0～ 5 歳児の平均が 380 人とすると、市内
で 11 ～ 12 学級あれば対応できることになります。

5 歳児 4歳児 3歳児 2歳児 1歳児 0歳児 合計
450 373 423 350 352 373 2,321

【問合先】　教育委員会教育総務課　☎428770

稚園 11（供用中は 8施設）、保育所 9、学校給食センター
1の計 37（供用中は 34）の学校関係施設があります。
　供用中の施設について 2年に 1回、１施設ずつ建替え
るとして、建替えが終わるのに 68 年かかります。1施設
が、仮に 6億円（施設の平均値）かかるとすると、毎年 3
億円の投資が必要になる計算です。学校統合は、財政的に
みても当然のことです。
　施設を建替えるだけでなく、補強や修繕、市費負担職員
の人件費、授業や行事で使う備品や消耗品の購入費、電気・
ガス・水道代、校庭に入れる砂の代金、これらも市の財政
から支出されます。ちなみに、平成 20 年度の加西市一般
会計予算額 184 億円のうち、教育費（保育・児童福祉分
を除く）は 14 億 5千万円 ( 約 8% ) で、この中から学校教
育や生涯学習などへ支出されるのです。
　人口が少なく、交付税に大きく依存している加西市の財
政の現状では、やはり学校の数を減らして（合理的な数に
して）、市民、あるいは広く県民・国民から負担いただい
た税を有効適切に使うことが大切です。

　スクールバスを活用することで問題は克服できますし、
何より登下校の通学安全を確保できます。高齢者の交通の
便を含めて、加西市の公共交通機関を充実するきっかけに
なると思います。

１ 北条小学校と富田小学校を統合
２ 北条東小学校は単独校として存続
３ 下里小学校と賀茂小学校を統合
４ 九会小学校と富合小学校を統合
５ 泉小学校と西在田小学校を統合

６ パイロットスクール
( 仮称：創新学園 )

宇仁小学校、幼稚園、保育所、
日吉小学校、幼稚園、保育所一体化

■学校統合計画表は以下のとおりです

1．学級数、学級内の児童数には基準があると考えます

2．子どもの数が減っています

3．財政規模からみても統合は合理的です

■スクールバスを活用します
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　平成 20 年度の保険料の軽減対策は、8月 4日の広域連合議会で条例が改正されました。軽減の対象となる人には、後

期高齢者医療保険料額変更決定通知書を送付します。

長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の保険料に関する見直しについて

【問合先】　加西市国保健康課国保医療係☎428721　兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局☎078-326-2021

後期高齢者医療保険料の支払方法の変更について

　後期高齢者医療保険料について、本年 4月より年金か
らお支払いただいている方、または本年 10 月より年金か
らお支払いただく予定となっている方で、以下の要件を満
たす方は、保険料を年金からではなく口座振替よりお支払
いただくことが可能となります。
① 国民健康保険の保険料を確実に納付していた方（本人） 
 が口座振替により納付する場合。
② 連帯納付義務者（世帯主または配偶者）がいる方（年
 金収入が 180 万円未満の方）でその方の口座振替に
 より納付する場合。
※介護保険料についてはこの措置はありません。

【申込み方法】
　国保健康課の窓口にて保険料の口座振替の手続きを行っ
ていただいた上で、支払方法変更の申込みを行っていただ
きます。※ただし、ゆうちょ銀行（郵便局）での口座振替
をされる方については、事前にゆうちょ銀行（郵便局）の
窓口にて保険料の口座振替の手続きを行っていただきます。

平成20年度の後期高齢者医療保険料の軽減割合が拡大

① 後期高齢者医療保険料の均等割額が 7割軽減され 
 ている世帯の方
 ⇒ 8.5 割軽減になります。
② 後期高齢者医療保険料の「賦課のもととなる所得 
 金額」（※）が 58万円以下の方
 ⇒所得割額が５割軽減されます。
※「賦課のもととなる所得金額」＝平成 19 年中の所得
（所得＝収入額－必要経費）－ 33 万円

　①あるいは②に該当される方については、8月以降に減
額後の保険料のお知らせを送付いたしますので、ご確認く
ださい。また、この減額についてあらためて手続きをして
いただく必要はありません。

　がんは長い年月をかけて、いくつかの原因が重なって発病すると考えられています。主な原因は、たばこや食生活を

含む日常生活の習慣です。自覚症状がなくても年に１回は定期的にがん検診を受けたり、日常の生活習慣に気をつける

など、がん予防に取り組んでいきましょう。

　町ぐるみ健診（要事前申込）では、胸部・胃がん・大腸がん・前立腺がん・子宮がん検診を実施しています。今年まだ、

がん検診を受けられていない方は、この機会にぜひお受けください。

9月は がん征服月間 及び 健康増進普及月間 です

種類 料金 対象年齢（H21.4/1現在）

胸部検診 レントゲン検査　500 円
喀痰検査　　　　800 円

20 歳以上の市民胃がん検診 1,300 円

大腸がん検診 700 円

前立腺がん検診 1,500 円 50 歳以上の男性市民

子宮がん検診 1,700 円 20 歳以上の女性市民

【問合先】　国保健康課健康係　☎428723

■町ぐるみ健診：農協会舘（JA本店横）で行う集団健診です。

日程：9/3・4・5・11・12、
 10/23・24、11/23

受付時間：8：30 ～ 11：30
会場：農協会舘（JA本店横）
申込：市役所国保健康課（1階⑨番窓口）
 へ保険証をご持参のうえお越し 

 ください。

※他に、特定基本健診、肝炎ウィルス検診、歯周疾患検診も実施しています。
※料金無料対象者：75 歳以上の方（S9.4.1 以前生まれ）、市民税非課税世帯の方・生活保護世帯に属する方（要事前申請）

■医療機関健診：市内の医療機関で個別に受けられる健診です。
実施医療機関など詳しくは、健診特集号やホームページでご確認ください。

9月9日は「救急の日」
　毎年、9月 9日を「救急の日」とし、この日を含む 1週

間 9月 7日 ( 日 ) ～ 13 日 ( 土 ) を「救急医療週間」と定め、

救急業務に対する市民の正し

い理解と認識を深めることを

目的とし、普及啓発運動が全

国的に実施されます。

　あなたの身のまわりで起こった突然のケガや病気…あな

たはどうしますか？このような時、その場に居合わせた人

が応急手当を行い、救急隊に引き継ぐことで尊い命を救う

ことができます。

　平成 16 年 7 月、一般市民の方にも、心臓に電気ショッ

クを与えるＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使用が可能と

なり、市内公共施設を中心に設置が進んでいます。更に、

平成 18 年 6 月には心肺蘇生法が一部変更になり幾分簡略

化されました。

　これらを踏まえた内容で、加西市消防本部では、毎月第

4日曜日（午前 9時～正午）に「ハート to ハート講習会」

を開催しています。

　各種団体については、第４日曜日以外でも受け付けてい

ますのでお気軽にお問い合わせください。

普通救命講習会「あなたが救命リレーのスタートを」

【問合・申込先】　消防本部救急指導課　☎420119

　突発的な事故や災難に遭遇すると、人は誰でも慌てるも

のですが、救急車を要請する前に「救急車が本当に必要か

どうか…。」考えてください。

　昨年の救急件数は 1,584 件で搬送人員は 1,574 人、この

内、軽症患者は 761 人と約半数を占めています。

　軽い病気やケガ、または、タクシー代わりの要請などで

救急車が出動中に、一分一秒を争う重症患者が発生した場

合、救急車の到着時間が遅れ悲惨な結果になることも考え

られます。救急車の正しい利用について、ご理解とご協力

をお願いします。

救急車の正しい利用について

胸骨圧迫（心臓マッサージ）30 回と

人工呼吸 2回を、救急車が到着する

まで絶え間なく続ける。

心肺蘇生法

新しい人権擁護委員さんの紹介

　人権擁護委員は全国に約 14,000 人が配置され、人権相

談所や自宅などで住民の人権相談を受けたり、人権啓発活

動を行うなどの地道な活動を続けられています。

　加西市には 9名の人権擁護委員がおられ、今年 7月で

次の 2名の方が交代されました。

■ 退任された方 ■ 新任の方

 小林　亘 さん（北条町西南） 山下高教さん (北条町北条 )

 長田加代子さん（越水町） 小田幸代さん（鴨谷町）

【問合先】　人権推進課　☎428727

職員採用に関する倫理規定を策定
　加西市は、「加西市職員採用試験における職員等倫理規
程」を策定、7月 11 日に施行しました。
　このたびの倫理規程の策定は、6月に提出された職員採
用あり方委員会（松本誠委員長）の提言書に沿って作成し
たもので、応募者等の利害関係者からの口利きや職員等の
不正行為など、市民の疑惑や不信を招くような行為の防止
を図り、より公平・公正な試験制度を担保することが目的
です。
・応募者その他全ての者から職員等への職員採用における 
 口利きの禁止の宣言
・職員及び試験委員等の守秘義務、不正行為の禁止
・職員等が口利き等を受けた場合の報告義務
・調査のための採用問題調査会の設置

などを定めており、口利き等の事実があったと確認された
場合、ホームページや広報等で利害関係者等の氏名などを
公表することとしています。
　この規程は、8月 17 日に実施する職員採用試験から適
用します。
　なお、大分県教育委員会で不正採用事件もあって、現在
勤務する職員に対しても採用
に関する緊急アンケートを実
施（医師を除く）しています。

【問合先】　総務課　☎428702

職員採用あり方委員会での議論 ▶

【申請に必要な物】
印鑑（通帳届出印）
※自動振込利用申込書（ゆうちょ銀行）のお客様控
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第４１回　加西市体育大会
■総合開会式
　期　日：10 月５日 ( 日 )　午前 8時 30 分～

　場　所：加西球場 ( 雨天 : 加西勤労者体育ｾﾝﾀｰ )

■各種競技
　申込先：下表参照

　締切り：各競技大会の要項参照

【問合先】　市民交流課 ☎428773 

№ 大会名及び主管 期　　日 場　　　所 備考及び申込締切日

1
第 37回市長旗争奪野球大会（軟式野球協会） 9/21 ～毎日曜 加西球場､ 三洋鎮岩グラウンド、

市民グラウンド､ 各中学グラウンド
協会未登録ﾁｰﾑは、
1 ﾁｰﾑ 3,000 円

申込先：参加申込書を 9/16/( 火 ) 午後 6:30 ～ 7:00 までの 30 分間に加西市軟式野球協会事務所（旧市役所跡）へ持参すること。

2
第 38回町対抗家庭バレーボール大会（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会）10/5  善中・九会、富合、泉、

西在田小・特支学校 １ﾁｰﾑ 1,000 円

申込先：〒 675-2395 加西市北条町横尾 1000　加西市体育協会事務局（加西市教育委員会　市民交流課内）

3
第 39回親善サッカー大会（ｻｯｶｰ協会） 9/28 ～ 10/26 アクアスかさい､ 賀茂小、ぜんぼうグリーンパーク

小中学生 1 ﾁｰﾑ 1,000 円、
一般 1 ﾁｰﾑ 3,000 円　締切り 8/31

申込先：〒 675-2221 加西市倉谷町 346-2　五百蔵卓久　☎・℻   0790-48-3486

4
 第 42回市民卓球大会（卓球協会） 9/28  加西勤労者体育センター 締切り 9/5

申込先：〒 675-2445 加西市殿原町 906-1　大野隆司　☎ 0790-44-0662　　

5
 第 42回市民ソフトテニス大会 ( ｿﾌﾄﾃﾆｽ協会 ) 9/28  加西テニスコート 雨天時は、10/12

締切り 9/5
申込先：〒 675-2312 加西市北条町北条 778-3 加西市ソフトテニス協会事務局　大西　司　☎ 0790-42-0578　

6
 第 41回市民柔道大会（柔道協会） 10/5  北条中武道館 締切り 9/1

申込先：〒 675-2105 加西市下宮木町 392-3　上田幹夫☎ 0790-49-2393 又は〒 675-2312 加西市北条町北条 933　黒田秀一☎ 0790-42-1537

7
 第 34回市民剣道大会（剣道連盟） 10/19  北条小体育館 締切り 9/1

申込先：〒 675-2345 加西市西剣坂町 565-1　見上敏幸　☎・℻   0790-46-0656

8
 第 39 回市民空手道大会（空手道協会） 10/5  加西勤労者体育センター 締切り 9/7

申込先：〒 675-2233 加西市両月町 208-1　辻　正富　☎ 0790-48-2426　　　

9
第 32回少林寺拳法演武大会 ( 少林寺拳法協会 ) 10/5  北条東小体育館 締切り 9/1

申込先：〒 679-2154 姫路市香寺町相坂 770　川嶋保男　☎ 079-232-5853

10
 第 5 回市民マウンテンボール大会（生涯ｽﾎﾟｰﾂ協会） 10/5 多目的グラウンド（加西球場隣） 雨 天 決 行

締切り 9/1
申込先：〒 675-2454 加西市下道山町 206-1　高田辰夫　☎ 0790-44-3055　

11
 第 33回市民バドミントン大会 ( ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会 ) 10/5  北条中体育館 1人 1種目 500 円

締切り 9/1
申込先：〒 679-2113 姫路市山田町南山田 193-10　渡部健二　☎ 079-263-3315　

12
第 26回市民硬式テニス大会（ﾃﾆｽ協会） 10/5  加西テニスコート 雨天時は、10/13　

1 ﾍﾟｱ 1,000 円、締切り 9/25
申込先：〒 675-2404 加西市油谷町 639-3　㈱アオノリゾート内　滑川琢也　☎ 0790-45-1845　

13
第 15回市長杯地区対抗ゲートボール大会
（ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ協会） 10/5  すぱーく加西 締切り 9/1

申込先：〒 675-2444 加西市鴨谷町 1234　定行　進　☎ 0790-44-0585

14
第 19回市長杯グラウンド・ゴルフ大会
（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ･ ｺﾞﾙﾌ協会） 10/5  いこいの村はりま芝生広場 雨天決行

締切り 9/1
申込先：〒 675-2312 加西市北条町北条 1044-2　大西庸雄　☎ 0790-43-0313（20:00 以降）　

15
第 9回市民バウンドテニス大会（ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会） 9/28 善防公民館（多目的ホール） 締切り 9/18

申込先：〒 679-0107 加西市玉野町 371　加西市ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会事務局　玉田光生　☎ 0790-47-1568

16
第 6回親善バスケットボール大会（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会） 8/23、10/18、10/25・26

加西中、北条小体育館､
北条高体育館

協会未登録ﾁｰﾑ 3,000 円
( 招待ﾁｰﾑ､ 小学生無料 )

申込先：参加申込書を 9/4（木）19:30 から加西市民会館ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 2F 視聴覚室での抽選会へ持参すること。

■各競技大会の要項及び参加申込書は、市教育委員会

　及び各公民館にあります。

　（マウンテンボール大会は若干の当日参加も可）

■なお、加西市ホームページから要項、参加申込書を

　ご覧いただけます。

　 http://www.city.kasai.hyogo.jp/ 

さわやか市民賞

がんばれ加西のアスリート

内藤かりん  さん
日吉小学校6年（河内町）

　4歳から柔道を始め、昨年の県大会で女子 40
㌔超級、本年の 45㌔超級で優勝。松井くんと同
じく、兵庫県少年柔道大会に中堅として出場、団
体優勝を飾り、県少年大会三連覇を果たしました。
　静岡県で行われる全国小学生学年別柔道大会に
向け、「悔いの残らない試合をして、絶対優勝し
たい」と、力強い意気込みを見せてくれました。

　2 月 11 日に開催された兵庫柔道グランプリ
2008 兵庫県少年柔道大会において、メンバー 5
人の先鋒として活躍、団体優勝を果たしました。
8 月 23・24 日に静岡県で開催される第 28 回全
国少年柔道大会には兵庫県代表として出場。
　「将来の夢は、オリンピックに出場すること」と、
元気いっぱいに笑顔で語ってくれました。

松井海斗  くん
泉小学校5年（笹倉町）

　さわやか市民賞は、昭和 63 年度に創設された市民表彰で、学術・芸術・

スポーツなどの分野において、輝かしい活躍をされた個人または団体を称

えるものです。

　このたび、市民に希望と活力、さわやかさを与えたことを称え、柔道で

活躍する次のお二人にお贈りしました。

さわやか市民賞贈呈式（7/27・健康福祉会館） ▶

　加西市では多くの市民が様々なスポーツに取り組んでいます。目標に向けてひたむきに努力を重ねるアスリート

達。この度、全国大会等に出場を決めた加西のアスリート達を紹介し、エールを送ります。

　宍粟市に登録されている兵庫山
崎 S.C. のピッチャー、外野手と
して活躍。この度、県予選で準優
勝を果たし、9月中旬から開催さ
れる全国壮年ソフトボール大会に
出場。
　高校時代からソフトボールを始
めた戸井さん。現在のチームは、
強い勝てるチームを作ろうと、仲
間と共に今年結成。全国大会に向
けて「上位を狙いたい」と練習に
力が入ります。

　加西中学校出身。名門氷上高校
バレーボール部のレフトを務め、
身長 173cm の高さを生かしたス
パイクを武器にエースとして活躍
中。この秋、大分県で開催される
国体の兵庫県の選抜メンバーの 1
人。
　現在、寮生活の玉田さん。「地
元を離れ、家族や友人たちの声援
がとても励みになります。自分の
できる限りのことで精一杯答えた
いです」と語ってくれました。

　神戸市に本拠地を持つ女子サッ
カークラブ「AGUA FC」に所属。
サブキーパーを務めるチームは、
関西予選大会で優勝、8月 18日か
ら福島県で開催される第 13回全
日本女子ユース (Ｕ -15) サッカー
選手権大会に出場。
　小学4年生からサッカーに打ち
込み、日々練習に明け暮れる小林
さん。「全国大会で優勝して、チ
ームの名前を残してきたい」と気
合十分。

戸井義文さん
40 歳  会社員
北条町東高室

玉田百合香さん
氷上高校 3年
玉野町

小林由衣さん
善防中学 1年
福住町

ソフトボール バレーボール サッカー



　いつ、だれが、何のために作ったのか明らかでない五百羅漢のある
羅漢寺（北条町）で 8 月 8 日、約千本のろうそくを灯して先祖を供養
する「千灯会」が行われました。
　千灯会は毎年、同寺の本尊・薬師如来の縁日に開催。この日も法要
の後、訪れた家族連れが石仏の前にろうそくを立て、手を合わせて先
祖の冥福を祈りました。炎に照らされた 400 を超える石仏が、ぼんや
りと暗闇に浮かび上がり、参拝者は幻想的な世界に包まれました。

　鶉野平和祈念の碑苑保存会（三宅通義会長）は、平和の素晴らしさ
を知ってもらおうと、「残された戦争遺跡と隠された列車事故」展を市
役所 1 階ロビーで開催されています。8 月 29 日まで（平日のみ）。
　戦闘機「紫電改」を縮尺 6 分の 1 にした、全長 1.5 ｍ・全幅 2 ｍの模
型のほか、戦後の鶉野飛行場の写真や飛行場跡に残る防空壕・弾薬庫・
対空機銃陣地の写真などを展示。また、国鉄北条線の網引駅付近で起
きた列車転覆事故に関する資料なども展示され、戦後 63 年が経過した
現在が、いかに平和なものかを改めて考えさせられます。

　8 月 24 日（日）市民会館文化ホールで開催される「人権文
化をすすめる市民のつどい」に向け、市内の各園、各校から人
権ポスターと人権標語を募集したところ、3,241 点もの応募が
ありました。最優秀賞と優秀賞は次のとおりです。（敬称略）
■ポスターの部　　
　最優秀賞　　平田麗花（北条中２）
　優秀賞　　　畑中友希（北条小３）
■標語の部
　最優秀賞　　片岡　拓（宇仁小５）
　 「知らんぷり、してるあなたも　いじめっ子」
　優秀賞　　　西村美里（富合小５）
　 「止めようよ！　だれかが止めなきゃ　私が止める」 1110

KASAI データバンク 人口／ 49,447（－ 18）世帯数／ 16,988（＋ 25）
男／ 24,007（＋ 3）　　女／ 25,440（－ 11）　
7 月の出生数／ 31 人　死亡数／ 48 人

H20.7.31 現在（前月比）

　7 月 27 日、健康福祉会館において、EA21 を認証取得した市内 4 事業者に
中川市長から認証登録証の伝達・授与が行われました。
　ISO14001 に代わる環境マネジメントシステムとして、昨年、加西市は全国
の市町村として初めて EA21 を取得しました。
　加西市役所の成果を地元企業に水平展開する EA21 イニシャルプログラム
により、今回 EA21 を認証した取得事業者は次のとおり。。
　㈱小西鉄工、芳生グラビア印刷㈱、㈱野田製作所、播磨機械工業㈱

市内4事業者がエコアクション 21(EA21) を認証登録

　7 月 27 日、市民グループ加西ニューピープル（小林一仁代表ほ
か 40 名）主催の市内在住インドネシア人との交流会が鶉野町で開
催され、市長も参加しました。得意のインドネシア料理（チョット
マサカル）とバンブーダンスを披露。
　交流会では、外国人が直面する生活や労働上の問題について市長
に窮状を訴えるなど、活発な意見交換が行われました。

市内在住インドネシア人のみなさんとのふれあい

▲ろうそくの炎が幻想的な雰囲気をつくる千灯会。

五百羅漢千灯会

「残された戦争遺跡と隠された列車事故」展

　子どもの頃から、正しい火災予防知識と技術を身につけてもらおう
と、加西市少年婦人防火委員会は市内小学生 5・6年生を対象に 8月 5日、
平成 20 年度 BFC（少年消防クラブ）防災体験教室を開催。
　参加した 97 人は、梯子車・消防車の見学、震度 7 の揺れを体験する
起震車体験、消化・放水体験、煙の中を通り火災時の非難方法を習得
する煙体験などを通して、火災の怖さを実感するとともに、火災予防
を習慣とし、互いに協力することの大切さを実感しました。

少年消防クラブ防災体験教室

「人権文化をすすめる市民運動」ポスター、標語の入賞者

　7 月 31 日、本年度の新しい英語指導助手ガードナー・アリソンさん（22
歳：米国カルフォルニア州）とモンゴメリー・リチャードさん（26 歳：
米国ジョージア州）が来日し、八巻教育長を訪問しました。
　アリソンさんは、大学で日本語を学び、日本への留学経験も。日本
語は堪能で、日本食も大好きとのこと。本業がコンピュータプログラ
マーのリチャードさんは、幼少時代から日本に興味があり、神社仏閣
めぐりを楽しみにされています。
　9 月より、市内の小中学校・特別支援学校に赴任し、加西の子ども達
に、生の英語を教えていただきます。

新しい英語指導助手が来日

　三木市で開催された「北播磨地域子育て応援ネット交流大会」において 8 月 2 日、
高井功子 ( 北条町横尾 ) さんが「兵庫県こうのとり賞」を受賞。加西市婦人共励会長、
兵庫県婦人共励会理事として、市域を越えて母子家庭の健全育成に尽力するととも
に、ボランティア活動の指導・育成を行うなど、こころ豊かな美しい兵庫の実現に貢
献されました。
　こうのとり賞は、地域社会において実践活動や住民活動を推進し、参画と協働によ
る美しい地域づくりに貢献された方に贈られます。

地域貢献を称え、県こうのとり賞を受賞

▲ 消防隊員より説明を受ける少年消防クラブ。

▲ 戦闘機「紫電改」の説明をされる同保存会の
     上谷昭夫さん。

▲ 県こうのとり賞を受賞された
　 高井さん。

▲ EA21 を認証取得された市内４事業者に伝
　 達・授与が行われました。

▲ 市長とインドネシア人のみなさんとの記念撮影。 ▲最優秀賞　平田さんの作品 ▲優秀賞　畑中くんの作品

▲ アリソンさん（左）とリチャードさん
　 教育長室にて。

　8月 3日、「第 31回かさいサイサイまつり」が開催されました。今年は「エ
コ」をテーマに、ごみの排出を抑え、ちょうちんを無くし、会場の電力は
バイオ燃料発電やグリーン電力で賄われました。この結果、CO2 排出量
は前年比約 20％減で、予算も 100 万円以上の削減となりました。その他、
エコカーの展示や試乗も行われ、子ども達は大喜びでした。
　会場は延べ約 5 万人の人出で賑わい、メインステージでは、幅広いジャ
ンルのステージパフォーマンスが展開。夜 9 時からは、北播磨最大級の
3,600 発もの打ち上げ花火が夜空を彩りました。

「エコ」をテーマに大盛況。第31回かさいサイサイまつり

▲ソーラーカーの試乗。▲まつりのフィナーレ花火。 ▲ 会場にはたくさんの人出。
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加西市所有の土地・車両をインターネットを利用して売却します。

　『加西市史』第一巻の発刊を記念して、市史執筆者の

今津勝紀先生を招き、『加西市史』講演会を開催します。

　講演会では、奈良時代の地誌『播磨国風土記』で加

西についての記述がある「賀毛郡条」や、奈良の平城

宮跡でみつかった木簡資料などを通じて古代加西の姿、

人々の暮らし、文化などについて語っていただきます。

　また、古代賀茂郡の「里」の位置についても、これ

までにはない新しい切り口で迫っていただきます。

演題：『播磨国風土記』からみた古代の加西
講師：加西市史　古代史部会長　今津勝紀先生
 （岡山大学大学院社会文化科学研究科准教授）

『加西市史』発刊記念講演会を開催します
日時：8/30（土）13:30 ～ 15:30（開場 13:00）
場所：アスティアかさい 3階多目的ホール
参加定員：先着 90 名
参加費：無料
主催：加西市教育委員会
後援：加西郷土研究会
※当日会場にて『加西市史』の販売もいたします。

【問合先】市史･文化財室分室  ☎430161

《訂正とお詫び》
『加西市史編さん委員会だより「加西市史」』第８号の記述に

誤りがありましたので、訂正と共にお詫び申し上げます。

◆訂正箇所：4頁 2段目 10 行目

（誤）「五代将軍」→（正）「六代将軍」

◀ 糠塚山（南網引町）
『播磨国風土記』の記述にある
「糠岡」ではないかといわれて
いる

▲ 『播磨国風土記』もとに比定した賀茂郡の里

　大地震の発生や集中豪雨、台風などによる災害に備

えて、防災に関する知識、技術を身につけるための講

座が開かれます。

　あなたも、地域や職場での防災の担い手になってい

ただけませんか。

開催時期：H20.10 ～ H21.3 までの全 12 日間（土曜日）
10/11・10/25・11/8・11/15・12/6・

12/13・1/10・1/24・2/7・2/21・3/7・3/14

開講時間：10：30 ～ 16：20 
( 初回は、開講式のため 10：00 時開始 )

会場：兵庫県広域防災センター (三木市志染町御坂1-19)
受講料：無料
(ただし、資料等の実費として 3,000 円程度必要です。)

申込方法：「講座参加申込書」により郵送または FAX で
直接申し込んでください。申込用紙は加西市総務部市

民参画課に備えています。また、兵庫県広域防災セン

ターのホームページからも取り出せます。

申込期間：9/18 ( 木 ) まで

わが家の大雨・台風対策

【問合先】　市民参画課　☎428751

　近年、地球温暖化の影響からかゲリラ的な集中豪雨

や大型台風の発生が増加しています。

　これらの水害から身を守るために一人ひとりが日頃

から水害に関心を持ち、備えをしていることが大切で

す。
【日頃からできる大雨・台風対策】
・日頃から気象情報に注意する。
・家の周囲を見渡し、風に飛ばされそうな物は室内に
取込むか、しっかりと固定する。
・側溝は落葉などゴミを取り除いて排水を良くしてお
く。
・雨戸のないガラス窓は強風に備えて外側からふさぐ
などの処置をする。
・停電に備えて、懐中電灯、ラジオ、予備の乾電池を
用意しておく。

・飲料水、緊急食品の備えをしておく。
・地域みんなで協力し、浸水しやすい土地にはあらか
じめ土のうを用意しておく。
・台風・大雨時にむやみに外出しない。
・避難に供えて非常持ち出し品の点検をする。
・日頃から家族で避難場所や避難方法について話し合
っておく。

【申込先】 〒673-0516三木市志染町御坂1-19　
兵庫県広域防災センター
☎  794-87-2920　　℻    794-87-2925
E-mail　koikibosai@pref.hyogo.lg.jp

ひょうご防災リーダー講座受講者募集

かさい防災ネット　http://bosai.net/kasai/

入居を募集する団地
※家賃はH20.8 月現在の金額です

①清水団地（北条町西高室）

・戸数／ 1戸（規格　3DK）

・家賃／ 18,400 ～ 30,500 円

②別府団地（別府町）　

・戸数／ 2戸（規格　3DK）

・家賃／ 20,700 ～ 34,300 円

③吉野団地（吉野町）

・戸数／ 2戸（規格　3LDK）

・家賃／ 21,100 ～ 34,900 円

　（オール電化住宅で IH 調理器の購入が必要です。）

入居時期：10 月中旬の予定 

市営住宅入居者募集（清水団地、別府団地、吉野団地）
入居資格：次の (1) ～ (6) のすべてを満たす方
(1) 市内に居住または勤務している方

(2) 市民税等を滞納していない方

(3) 家族の人数が２人以上である

・家族構成が夫婦または親子を主とする

・婚約している場合は入居日までに入籍できる方

(4) 収入が基準以内の方（下表参照）

(5) 現に住宅に困っている方

(6) 入居者及びその同居者が暴力団員でないこと　　

受付期間：9/1（月）～ 9/12（金）
 ※ 申込書の配布は 8/25（月）～

入居者選考方法：申込者多数の場合は抽選により決定。

【申込・問合先】　都市開発部　施設管理課　☎428750

入居家族数（申込者含む）による収入基準の目安

２人 ３人 ４人 ５人 ６人

給与所得者 年間総収入
（税込み）

4,152 千円
未満

4,628 千円
未満

5,104 千円
未満

5,576 千円
未満

6,052 千円
未満

事業所得者 年間総所得 2,780 千円
以下

3,160 千円
以下

3,540 千円
以下

3,920 千円
以下

4,300 千円
以下

■売却予定地
　住所：加西市北条町古坂 1丁目 173 番地

　地目：宅地（１筆）

　地籍：合計 219.77㎡

　備考：木造 2階瓦葺建築付

■売却予定車両
　① 糞尿車　２台

　② 小型貨物　１台

■売却の方法
　Yahoo ！オークションを利用した一般競争入札

■入札に関する事項の告示
　加西市役所、加西市ホームページ、Yahoo ！オーク

　ションに告示、掲載していますので、購入を希望さ

　れる方は、必ず内容を確認のうえ、Yahoo ！ホーム

　ページより申込をお願いします。

■入札参加申込期間：9月 2日まで
■入札期間：9月 9日～ 16 日 まで

　その他、市では平成 20 年度に以下の物件を売却する

予定です。

※加西市ホームページに物件詳細情報を掲載しています。

【問合先】　財務部財政課　☎428704

平成 20年度　売却予定 ( 市保有地）
場所 面積 地目

旧消防署跡地 2,002.00㎡ 宅地

山枝市住跡地 1,075.00㎡ 宅地

田原市住跡地 1,233.00㎡ 宅地

平成20年度　売却予定(加西市土地開発公社保有地）
場所 面積 地目

加西市常吉町 1,772.73㎡ 原野

加西市北条町西高室 18,516.00㎡ 山林

北条鉄道田原駅前 942.55㎡ 雑種地

北条鉄道網引駅前 823.43㎡ 雑種地 所得者
家族数
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講座・イベント

保護者・地域の皆様に高校での農業
学習を知っていただくため、生徒と
共に実習をしていただく機会を設け
ました。田んぼの学校、ブドウの収穫、
寄せ植え作り、馬など 9 講座を開催
します。ぜひ、播磨農業高校の農業教
育を体験してみてください。
詳細については、兵庫県立播磨農業高
等学校ホームページをご覧ください。
問合先：兵庫県立播磨農業高等学校
農業部☎491050

2008年度 播磨Agri スクール
兵庫県立播磨農業高等学校

後藤みなみ（王淑麗：わんすぅりー）
さんをお招きして、ご自分の体験に
もとづくお話をしていただきます。
元外国人として、主婦として、また
働く女性として、日々の暮らしの中
で感じられていることを、さわやか
にご講話いただきます。
日時：9/6（土）13:30 ～ 15：00
場所：加西市善防公民館　大研修室
講師：兵庫県人権教育研究協議会研
究員　後藤みなみ（王淑麗）さん
定員：80名
参加費：無料
主催：南部公民館
共催：北部公民館、善防公民館、中
央公民館
問合先：南部公民館☎490041

第4回人権セミナー
元外国人からみた日本

開催日：8/24（日）　　
日程：受付 9:00 ～ 14:30 随時受付

模擬店 9:00 ～ 15:00
お化け屋敷 9:30 ～ 15:10　　

場所：加西市教育研修所
主催：加西市青年連絡会えんどれす
参加対象：中学生以下とその親
※小学 3 年生以下の児童は保護者同
伴でお願いします。
参加費：無料
問合先：加西市青年連絡会えんどれす
☎ 080-1400-9985（19:00 ～ 21:00）

えんどれす夏祭り
愉快なお化け大集合 運動会ごっこ

お友達とよ～いドン！！ハイハイの
子から参加出来るよ。
一緒に体を動かして遊ぼうね。
日時：9/18（木）10:30 ～ 12:00
３・４歳児さんあつまれ！
なかよしタイムに、3・4 歳児対象
の遊びをします。待ってるよ！
日時：9/1（月）・24 日（水）
　　　11:00 ～ 11:30
おしゃべりママの会
子育て中のママ、一緒におはなしし
ませんか？！お気軽にどうぞ。
市役所から、子育て支援員も来ま
す。
日時：9/5（金）　11:00 ～
まちの子育てひろば応援団から
お子さんの身体測定をします。大き
くなったかな？測りにきてね。
妊婦さんも一緒にお話しましょう！
日時：9/16（火）10:30 ～ 11:30
問合先：ねひめキッズ☎42 5710

ねひめキッズからのお知らせ
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加西のおいしい特産物の PR のため
加西サービスエリアで加西市の新鮮
なブドウの直売を行います。
当日は、現在加西市で受入をしてい
る都市部の大学生2名も販売に参加
します。元気な学生の姿とおいしい
加西ブドウをお楽しみいただけま
す。ぜひ、ご来場下さい。
日時：8/16（土）、17（日）
場所：加西サービスエリア（上り口）
問合先：ふるさと営業課☎428740

かさい満載市場を開催

加西のおいしいブドウを消費者の皆
様に知っていただくため、品評会を
下記のとおり開催します。多数のご
来場をお待ちしています。
出品物：加西ゴールデンベリー A、
大粒系品種など
場所：アスティアかさい 3階
日時：8/26（火）9:00 ～ 14:00
※品評会終了後には、出品されたブ
ドウの即売会を開催します。農家さ
ん自慢の一品もののブドウをご賞味
ください。
問合先：ふるさと営業課☎428740

加西ぶどうの品評会を開催

「ひと」「地域」「自
然」を大切に・・・。
心温まる音楽を聴
きながら、障害の
ある人もない人も
共に生きることに
ついて考えてみま
せんか ? 

シンガーソングライター石田裕之さ
んを招きコンサートを開催します。
日時：8/23（土）10：30 ～ 12：00
場所：加西市健康福祉会館ホール
定員：400 名
入場：無料
問合先：加西市障害者（児）相談支
援センターやすらぎ☎42 6708

（土・日を除く 8：30 ～ 17：15）

コンサートのお知らせ！！

日時：9/6( 土 )　
 昼の部 14：00 開演　
 夜の部 18：00 開演
入場料：全席指定
 S 席 4,500 円
 A 席 4,000 円
 B 席 3,500 円

（当日各 500 円増）

★よしもと新喜劇＆お笑いバラエティー加西特別公演

問合先：市民会館　☎43 0160　（年中無休）

市民会館からのお知らせ　WEB サイト http://www.shisetsu.city.kasai.hyogo.jp/

・ハワイアンフラ・ヨガ健康体操・ウクレレ
・津軽三味線・フラワーアレンジメント
・シニア健康体操・足もみ健康法・バランスボール
・ＫＩＤ′Ｓダンス・ベビーマッサージなど
※開催日時、受講料等詳しいことは募集チラシか窓口
又は電話でお問合　せください。

★秋季講座受講生募集中

岡山県の国立療養所を訪問し、施設
見学とハンセン病元患者の方達との
現地交流を行います。
日時：10/23（木）10:00 出発
行き先：岡山県瀬戸内市邑久町虫明
　　　　国立療養所「長島愛生園」
募集人員：20 名（先着順）
参加費用：無料
　　　　　（但し、昼食は自己負担）
応募締切：9/30（火）
申込先：人権推進課☎42 8727

「現地訪問人権研修」
の参加者募集！

〔CUE !〕　
『初恋』8/22（金）19：30～ 21:25

製作年 : 2006年 
製作国 : 日本  
監督：塙幸成
原作：仲原みすず
出演：宮崎あおい
 小出恵介

宮崎将
小嶺麗奈
柄本佑

ギャラリー【交流プラザ】
光風流作品展  ～ 8/17（日）まで
加西芸能協会展  ～ 8/17（日）まで

** 地域交流センターからお知らせ **
9/8（月）は特別清掃のため地域交
流センターは休館いたします。

【申込・問合先】
地域交流センター（アスティアかさい３階）
☎420106　℻  420133

夏休みダンスワークショップ
日程：8/25（月）
ジャズ・ストリート：13:00 ～ 14:00 

（小学1年生～小学3年生）
ヒップホップ・ジャズ：14:15 ～ 15:15

（小学4年生～小学6年生）
ジャズ・ストリート：15:30 ～ 16:30

（中高大学生）
準備：運動のできる格好・タオル・
 室内シューズ
場所：ライトスポーツスタジオ
定員：各日 15 名　参加費：無料
主催：STYLE 8　
申込：要電話予約

夏休み英語でパワーアップ！！
日程：8/21( 木 )、8/22( 金 ) の2日間

A コース／ 13:00 ～ 14:00
（小学1年生～小学3年生）

B コース／ 14:15 ～ 15:15
（小学4年生～小学6年生）
C コース／ 15:45 ～ 17:00
（中学生）

対象：二日間受講できる方
内容：外国人スタッフと日本人ス 
 タッフによる英語力 UP の英 
 語スクール
場所：集会室
定員：各 15 名　参加費：無料
持ち物：筆記用具
主催：加西ニューピープル
申込：要電話予約

①ファミリーふれあいステージ！！
なんとはばタンもファミリーを連れ
て登場！？みんなで一緒に舞台で踊
ろう。
日時：8/30（土）10:15 ～ 11:30
場所：多目的ホール　定員 50 組

    ねひめ cue!・FILM （多目的ホール）入場無料
〔FILM〕
「ハリーポッターと賢者の石」
8/28（木）　10：00～
「チャンプ」
9/9（火）　10：00～

アスティアかさい３F   地域交流センター   イベント情報       WEB サイト　http://www.nehime-net.jp/

②はばタンと行く
　かさい消防本部探検隊
レスキュー訓練やたくさんの緊急車
両がある消防署を家族で探検しに行
こう！またまたはばタンも登場！！
日程：9/12（金）10:15 ～ 11:30
場所：加西消防本部　定員 50 組

①②とも要電話予約。ファミサポ会員 8/19( 火 ) 先行受付、一般希望者 8/26( 火 )
から電話受付。ファミサポ会員は電話一本でも仮登録ができます。☎42 0111

ファミリーサポート交流事業　みんなファミサポ会員になって交流しよう！！

日本犯罪史上最大のミステリーと言われ
る府中三億円強奪事件を題材に、中原み
すずの同名原作を映画化した異色のラブ
サスペンス。実行犯が18歳の女子高生と
いう大胆不敵な設定の中、迷宮入りとなっ
た事件の真相を主人公自らが語り明かす。

　郷土の先人の功績を広く周知することで、市民が情報を

共有するとともに、後代への伝承、また新しい郷土の発

展につなげたいと考えています。政治、経済、教育、ス

ポーツなど、分野を問わず、ゆかりのある方を含め、加

西市の先人の功績に関する情報を次の要領で、9 月 30 日

（火）までに FAX・メールで提供をお願いします。

郷土の先人の功績の情報提供をお願いします
　なお、広報 4 月号では、今年 1 月に亡くなられました、

曹洞宗大本山永平寺第 78 世貫主の宮崎奕保さん（下芥田

町出身）をご紹介しておりますので、ご覧ください。

■提供いただく内容

①氏名　②生年月日　③出身地　④功績　⑤写真等　

⑥情報提供される方の連絡先

【問合先】　税務課税制係　☎428712

平成20年度市県民税（普通徴収）・国民健康保険税・

介護保険料（普通徴収）第2期分の納期限は、

　　　　　　　　９月１日（月）です。

納期内完納にご協力をお願いします

1 万球のイルミネーションが夕暮れ
の花園を彩ります。
期間：9/7 までの金・土・日
　　　17:30 ～ 20:00
入園料等：期間内無料

【本場徳島からの阿波踊り】
日時：8/24（日）17:30 ～（約 1 時間）
問合先：県立フラワーセンター☎471182

県立フラワーセンターで
サマーイルミネーションと阿波踊り
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くらし

9/15現在で満88歳と満100歳の方に
市民養老金を支給いたします。
なお、県長寿祝金は 6月広報でお知ら
せしましたとおり廃止になりました。
支給対象者：

満88歳   （T8.9/17 ～ T9.9/16）
満100歳 （M40.9/17 ～ M41.9/16）

支給額：
満88歳　  5,000円
満100歳  10,000円

支給方法：今年度より、口座振込に
変更となりました。対象者の方には
別途8月上旬ごろに口座振込みのお
知らせをいたします
問合先：市役所長寿介護課☎428728

市民養老金の支給について

このたび、電子証明認証局の更新作
業が行われます。そのため、9/22（月）
は電子証明書の発行・失効の業務が
一切できません。
詳細については次のホームページを
ご覧ください。
公的個人認証サービスポータルサイト
http://www.jpki.go.jp
問合先：市民課☎428720

公的個人認証（電子証明書）の
サービス停止について

17

夏期は献血者が減少する季節です。各
献血ルーム（姫路、ミント神戸等）で
の献血に是非ご協力をお願いします。
※ご本人確認のため、運転免許証など
の提示をお願いすることがあります。
問合先：国保健康課健康係☎428723

8月は
「夏期献血推進強調月間」です

道路はみんなのものです。ルールを
守って広く・正しく使いましょう。
空き缶のポイ捨て、無断の張り紙、
はみ出し看板の設置はやめましょう。
平成20年度「道路ふれあい月間」推
進標語　最優秀賞
「ようこそと　きれいな道で　おも
てなし」（北海道 酒井厚三さん）
問合先：兵庫県県土整備部土木局

☎ 078-341-7711

8月は「道路ふれあい月間」です

コース：英語 ( 初級 )、英語 ( 中級 )
韓国語入門、中国語入門

期間：9/12日（金）～12/18( 木 )の間、
計 10 回すべて金曜 ( 英語は 2 回目
以降木曜）
時間：英語・中国語 19:30 ～ 21:00

韓国語 14:30 ～ 16:00
対象：高校生以上
場所：市民会館
受講料：6,000 円（加西市国際交流
協会会員 5,000 円）
※定員になり次第、締め切り。
申込先：国際交流協会事務局 ( 経営
戦略室内 ) ☎42 8700

初めての
英語・中国語・韓国語 講座

敬老月間事業のお知らせ

場所：健康福祉会館大会議室（ホー
ル）前ホワイエ
品物：日用品・タオル類・食器類・
衣類など（食料品以外）
販売日：敬老月間中（8/30 ～ 9/8）
の 9:20 ～ 12:00
主催：加西市老人クラブ連合会

☎42 5670

バザーのお知らせ

「こどものいる風景」をテーマとし
た写真を募集！！カラーか白黒プリ
ントでワイド4ツ切り。デジカメ可。
住所・氏名（ふりがな明記）・性別・
年齢・電話番号・写真の題名と撮影
場所・撮影年月日を書いた紙を写真
裏面に貼付し、次の住所まで。
〒675-1380小野市王子町806-1小野
市市民福祉部健康課小野市立保健セ
ンター (☎0794-63-3977)9/12必着
問合先：兵庫県健康増進課
☎078-341-7711（内線3251）

「こどもの健康習慣」
写真コンクール作品募集

税関では、お預かりしている次の通貨
及び証券等をお返ししています。
■終戦後、外地から引揚げてこられた
　方々が、上陸地の税関、海運局に預
　けられた通貨及び紙幣。
■外地の終結地において、総領事館等
　に預けられた証券等のうち、日本に
　送還されたもの。
返還の申し出は、本人だけでなく、家
族の方々でも結構です。
問合先：
姫路税関支署管理課☎ 079-235-4571
神戸税関ホームページ
http://www.kobe-customs.go.jp

終戦当時引揚者の皆様へ

次の対象の方々に特別給付金が支給
されます。該当の方は下記までご請
求下さい。
対象：第二十一回特別給付金国庫債
券「い号」を受けられた戦没者等の
父母、祖父母
請求期限：H23.4/18日まで
支給内容：額面100万円、5年償還
の記名国債
請求先：社会福祉課生活支援係

☎427520

戦没者等の父母、祖父母の
皆さまへ

恩給欠格者、戦後強制抑留者、引揚
者の「ご本人」に、『特別慰労品』を
贈呈しています（ご遺族の方は対象
とはなりません）。「引揚者」は、終
戦の日まで引き続き 1年以上外地で
生活していて戦後引き揚げてきた家
族全員が対象です。
請求書等は、社会福祉課の窓口にあ
ります。未請求の方は、早急に申請
してください。
資格要件等の質問は、次の独立行政
法人平和祈念事業特別基金まで

（請求に関する「お問合せ」や「ご相
談」は無料です。）
問合先：無料電話0120-234-933

（月～金　9：15～17：15　土日祝日休）

平成21年3月31日で
「特別慰労品」贈呈の受付が終了

募　集

部門：洋画、日本画、水墨画、版画、
書道、彫塑・工芸、写真の 7部門
応募資格：15歳以上
出品点数：1部門につき 2点以内
出品料：無料
作品受付日：10/26(日)10:00 ～ 16:00
受付場所：加西市民会館
表彰：市長賞／副賞8万円
　　　議長賞／副賞2万円
　　　教育委員会賞／副賞1万円

（上記の 3賞は、原則として各部門1点）
　　　文化連盟会長賞／副賞 記念品
　　　美術家協会長賞／副賞 記念品
　　　奨励賞／副賞 記念品
展覧会：11/19（水）～ 11/23（日）
加西市民会館　ホワイエ、コミセン
※募集要項の必要な方は、下記まで
申込先：加西市教育委員会市民交流
課芸術文化係☎428775

「第42回 加西市美術公募展」
作品募集

所在地：加西市鶉野町1132 ‐ 18
間取り：2ＤＫ＋納戸（1戸）
専有面積：63.32㎡
バルコニー面積：10.10㎡
家賃：55,000円（共益費8,800円含む）
敷金：138,600円
申込先：兵庫県住宅供給公社播磨東
事務所入居課☎079－423－0117

（9:00 ～ 17:00）　土・日・祝日除く

加西フラワーシルバーハイツ
入居者募集

10/1 から上水道の給水について休
止制度を導入します。
長期不在、転出や転居、廃業などに
より、水道を一時的に使用しない場
合に、廃止せずに、使用を休止する
ことができる制度です。
対象：
■家を長期的（概ね 3 ケ月以上）に
　不在にする等、将来使用見込みが
　あるが、当分の間、上水道を必要
　としない場合。
■転出や転居、廃業などにより、水道
　の使用を一時的に使用しない場合。
■アパート、賃貸マンション等賃貸
　住宅、店舗等が空家となる場合
　（メーターがついている場合に限
　る。）但し、親メーター 1 個の所
　は定期検針日毎の変更となります。

給水休止制度について

兵庫県では、「人間サイズのまちづ
くり賞」を創設し、毎年顕彰をおこ
なっています。自薦他薦を問わず、
皆様の身近にある優れたまちなみ・
建築物や、まちづくりを進めている
団体及び個人を対象とした受賞候補
のご推薦をお待ちしています。
賞の部門： まちなみ建築部門
 まちづくり活動部門
受付期間：8/18(月) ～ 9/19(金)
受付・問合先：県土整備部まちづく
り局都市政策課事務係〒650-8567
神戸市中央区下山手通5丁目10-1　
☎078-341-7711(代表)

「人間サイズのまちづくり賞」
受賞候補の募集

届出：印鑑持参のうえ、給水休止届
を下記まで。また、併せて下水道使
用休止届も提出ください。
※休止期間中の料金は、「0 円」です。
但し、定期検針により使用が確認さ
れた場合、上下水道の休止を解除し
相当料金を請求いたします。
問合先：上下水道お客様センター
　　　　☎42 8795

都市公園内では、火災や事故防止の
ため、火気の使用を禁止しておりま
す。花火・バーベキュー等での使用
はご遠慮下さい。
問合先：都市計画課☎42 8753

公園内の花火等火気使用禁止

加西市老人クラブ連合会の主催で、
公民館・芸能協会で活動されている
方々の協力を得て開催します。みん
なでふれあい楽しい一日を過ごしま
せんか。
開催期間：8/30 ～ 9/8
開催時間：10:30 ～ 15:00
開催場所：健康福祉会館大会議室
内容：午前「いくつになっても現役

で」いきいきミニ健康づくり
　　　午後「公民館・芸能協会によ

る芸能大会」
対象者：市内に住むおおむね 65 歳
以上の方
問合先：老人クラブ連合会☎42 5670
 長寿介護課☎42 8728

敬老月間ふるさと芸能大会

期間：8/30 ～ 9/30（月曜日・祝日
を除く）10:00 ～ 18:30
対象者：市内に住む 65 歳以上の方
問合先：加西市社会福祉協議会総務
　　　　課☎42 8888

健康福祉会館の風呂の無料開放日本語を勉強したい外国人と、日
本語クラスや国際交流イベントを
手伝っていただけるボランティアス
タッフを募集します。
みんなで日本語 ( にほんご ) を勉強
( べんきょう ) しましょう。9 月 ( が
つ )5 日 ( にち ) に始 ( はじ ) まりま
す。毎週金曜日 ( まいしゅうきんよ
うび )19：30 ～
一起学　日　吧。9 月 5 日　始。每
周星期五 , 不午七点半召　。
Estudemos o japonês! Todas as 
sexta-feira de 19:00. Começando no 
dia 5 de sete㏔ ro.
Estudiemos japonés!  Todos los 
viernes de 19:30. Empezar el 5 de 
septie㏔ re.
Study Japanese? Every Friday From 
19:30. Start㏌ g on Septe㏔ er 5th.
【場所（ばしょ）】

申込先：国際交流協会事務局 ( 経営
戦略室内 ) ☎42 8700

かさい日本語クラス
新学期スタート



■人権相談　 13:30 ～ 15:30  　9/2（火）　市民会館（☎428727）
■行政相談　 13:30 ～ 15:30  　9/2（火）　市民会館（☎428739）
■人権擁護委員による人権相談所　 9:00 ～ 16:00  
　毎週木曜日（休日を除く）　（神戸地方法務局社支局）
■心配ごと相談・身体障害者福祉相談　 13:30 ～ 16:00  
    9/11（木）　健康福祉会館 （☎430303）
■心配ごと・法律相談・身体障害者福祉相談　 9:00 ～ 11:00  
　8/28（木）　健康福祉会館（☎430303）
■市民相談　 8:30 ～ 17:00  
　月～金曜日　市役所市民相談室（☎428705）
■消費者相談　 8:30 ～ 17:00  
　毎週月火木金　市役所市民相談室（☎428739）
■教育相談 　 9:00 ～ 16:00  
　月～金曜日　教育研修所（☎483993）
■青少年相談（青少年の日常生活の諸問題等）　 9:00 ～ 17:00  
　月～金曜日　青少年センター   （☎423723）
■養育相談（0～18歳までの子どもをもつ保護者対象）　 9:00～ 16:00
　月～金曜日  健康福祉会館 家庭児童相談室 （☎426704） 
■母子相談（母子に関する相談）　 13:00 ～ 17:00  
　月～金曜日　市役所  こども未来課（☎428726）
■ボランティア相談　 13:30 ～ 15:30  
　9/4（木）　アスティアかさい3階地域交流センター
　ボランティア市民活動センター（☎438133）
■こころのケア相談（精神科医師の専門相談）　 13:00 ～ 15:00
　9/24（水）　要予約：加西市健康福祉事務所（☎420266）　
■行政書士による無料相談（農地の許可、相続等）　 13:30 ～ 16:00  
　9/13（土）　アスティアかさい3階交流プラザ内
　兵庫県行政書士会東播支部（☎450276）

8月17日（日） 徳 岡 内 科 （北条町☎420178）
8月24日（日） 佐 竹 医 院 （北条町☎424057）
8月31日（日） 天 沼 医 院 （北条町☎423636）
9月   7日（日） あ さ じ 医 院 （若井町☎440225）
9月14日（日） 米 田 病 院 （尾崎町☎483591）
9月15日（月） 横 田 内 科 医 院 （北条町☎425715）
9月21日（日） 坂 部 整 形 外 科 （北条町☎431444）

18 19

※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、経営戦略室（☎428700）までご連絡ください。

乳 幼 児 健 診

■2か月児（先天性股関節脱臼）健診 
8/25（月）     13:00 ～ 13:45
H20. 6月生まれの乳児　
■4か月児健診  9/2（火）13:00 ～ 13:45
H20. 4月生まれの乳児
■1歳6か月健診  9/9（火）
 13:00 ～ 13:45 H19. 3月生まれの幼児
■2歳児教室　8/20（水） 
13:00 ～ 13:15、14:00 ～ 14:15  
H18. 8月生まれの幼児
対象者には個別に通知します。
■3歳児健診  9/16（火）    13:00 ～ 13:45  
H17. 7月生まれの幼児　
■乳幼児保健相談   9/18（木）　
 13:00 ～ 13:30    希望者　　
■離乳食講習会( 予約制)  8/28（木）  
 13:00 ～ 13:30  
3 ～ 6か月の乳児の保護者（定員10名）
※実習用エプロンをご持参ください。
■プレママ教室パート②（予約制）  
9/4（木） 13:00 ～ 13:30  
妊娠5 ヶ月以降のママとパパ 

　　　  は受付時間です
■母子健康手帳の交付
  8:30 ～ 17:15　妊婦：随時
国保健康課健康係（市役所1階9番窓口）
■妊婦健康診査費の助成申請
  8:30 ～ 17:15　妊婦：随時
国保健康課健康係（市役所1階9番窓口）
※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）をご持参ください。
※母子健康手帳交付時に申請していただ
けます。

特に記載のないものは、健康増進セン
ターで実施します。

問合先：国保健康課健康係☎428723

★健診日にお子様の体調等でご都合の
　悪い方は、ご連絡ください。
★健診・相談には必ず母子健康手帳を
　お持ちください。

善 意 の 花 束

休日のお医者さん

相　談
　　　  は受付時間です

　
  
市長サロン終了のお知らせ
　初当選以来、丸３年間続けてきた「市長サロン」は、お陰様で初期の目的を果たすことができました。タウンミーティン
グ、パブリックコメント、市長メールなど、市民の皆様のご意見ご要望をお聞きする仕組みは別途ございますので、先月を
もって終了させていただくこととしました。今後も市民の皆様との直接対話に努めていく所存です。　　　　　　  （市長）

お  く  や  み

菅田義雄 86 菅田美喜男 青野町
三宅市男 75 三宅智弘 中野町
高見モヨ 84 高見克幸 北条町南町
森本秀一 48 山本京子 西笠原町
木下　操 94 木下哲男 畑町
石川ヤス子 77 石川保博 畑町
岩崎一子 80 岩崎幸廣 中西町
鈴木ことめ 93 鈴木義一 下芥田町
衣笠末子 86 衣笠博文 坂元町
森川つや子 92 森川隆幸 鶉野町
藤田はるゑ 88 藤田武男 繁昌町
松本百合子 88 松本悟司 田原町
小牧はるゑ 93 小牧義弘 北条町栄町
森　藤夫 84 山田春夫 田原町
高瀬とよ子 72 高瀬　哲 福居町
高見観治 89 高見耕三 野上町
西村とらゑ 94 西村洋祐 山下町
大門秀子 69 大門正男 北条町笠屋
櫻井くにゑ 89 櫻井義博 倉谷町
黒田喜代一 83 黒田和伸 下芥田町
山本いとゑ 82 山本博義 東横田町
神田しづ 90 神田直臣 大工町
篠倉正明 74 篠倉郁子 若井町
藤川美千代 58 藤川一郎 東剣坂町
藤井　明 79 藤井　勝 西剣坂町
塩谷　寛 79 塩谷耕司 坂本町
森　たつ子 88 森　良彦 中西町
山下文子 82 山下孝男 網引町
青木　庸 84 青木　清 畑町
橋爪アキ 85 橋爪義明 中野町
橋尾實紹 79 橋尾真一 別府町甲
吉田まさ 97 吉田孝男 中野町
木下トキエ 85 木下　博 北条町宮前
後藤利男 84 後藤一子 繁昌町
加門芳子 89 加門正美 桑原田町
神田昭郎 81 神田英紀 山田町
大門伊三雄 94 大門正司 福居町
中野貞美 71 中野種義 北条町東高室
春名啓子 68 春名秀雄 北条町古坂 1丁目
山野吉一 77 山野良徳 谷口町

  死亡者 年齢    喪主   町名

変更になる場合がありますので電話で確認して下さい。
また、消防本部（☎420119）でも確認することができます。

敬称略。7月1日～ 31日掲載希望届出分

加西市社会福祉協議会（善意銀行）への寄付
■供養預託
 　松本勝哉（笹倉町） 200,000 円
■一般預託
  　牡丹 20,000 円
  　株式会社   本陣 11,770 円

敬称略

いつまでも美味しく食事を楽しめるよ
うに、80歳になっても20本の歯を残す
ようにしよう。これが「８０２０(はち
まるにいまる )運動」です。達成されて
いる方を表彰いたします。ぜひお申し
込みください。
※表彰には事前に市内歯科医師会員の
各歯科医院で歯科健診が必要になりま
す。申込みいただいた方には詳しい歯
科健診のご案内を後日郵送いたしま
す。
対象：80歳以上の市民の方（S4.4/1
以前生まれ）で、自分の歯が 20本
以上残っている方。※ただし、以前
に一度表彰を受けられた方はお申込
みできません。
締め切り：9/16（火）
申込先：国保健康課健康係
 ☎428723

８０２０達成者表彰のお知らせ

日時：9/7(日)　9:00 ～（小雨決行）
荒天の場合9/14(日)延期
場所：玉丘史跡公園
内容：競技は 1 チーム 6名で 2 ラウ
ンド 16 ホール「6名の合計スコア」
で競う。優勝チームは 11/15(土) の
県大会に出場する。
応募資格：高校生以上
応募方法：6名を 1 チームとして、
ハガキにチーム名・代表者名と住
所・電話を明記して、次の宛先まで
〒675-2312加西市北条町北条1044
の 2　大西庸雄　宛
応募締切：8/31（日）必着
問合先：大西庸雄
 ☎430313（20:00以降)

ふれあいの祭典「グランド・
ゴルフ」大会 加西市予備大会
参加チーム募集

業務内容：子育てに関する相互援助
活動の支援並びに会員交流事業
募集人員：1名
資格：保育士、幼稚園教諭、小学校
教諭、看護師のいずれかの免許を有
する方
雇用期間：H20.10/1 ～ H21.3/31（更
新可）
勤務時間 ：8:30 ～ 17:15（8時間勤務）
勤務日：日～火曜日及び木・金曜日
のうち週3日程度
申込期限：9/10（水）
申込方法：履歴書（写真添付）、資格
証明書の写しを持参または郵送下さ
い。
申込先：総務課人事係☎428702
加西市ファミリーサポートクラブ
（男女共同参画センター内）
☎420111

加西市ファミリーサポートクラブ
アルバイト募集 平成 20・21・22 年度建設工事、測

量等（測量・建設コンサルタント
等）、物品の製造・買入れ等（物品
の製造、買入れ、売払い、役務の提
供 [ 小規模修繕工事等を含む ] 等）
にかかる入札参加資格審査申請書の
受付を次のとおり行います。
受付期間：9/1( 月 ) ～ 9/10( 水 ) まで
提出場所：市役所 2 階財務部財政課
申請様式
①建設工事・コンサル等
　国土交通省（地方整備局等）様式
②物品の製造・買入れ等
　市指定用紙（一部 500 円）
　用紙交付 9/10（水）まで
※添付書類については市ホームペー
ジや財政課前掲示板で、要領を掲載
していますので確認してください。
提出方法：持参のみ（9/10 期限厳守）
問合先：財務部財政課☎428704

入札参加資格審査申請書の補充
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　8 月 3日、兵庫県立広域防災センター（三木市）において開催された、

第 22 回兵庫県消防操法大会の小型ポンプの部に、北播磨地区代表とし

て第 10 分団日吉部が出場、見事 3位に輝きました。これは加西市消防

団初の快挙です。

　炎天下の中、連日連夜の猛訓練の成果を発揮し、兵庫県知事表彰並びに

兵庫県消防協会長表彰も受賞。日吉部の卓越した機敏な動作は、加西市消

防団の士気の高揚と防災意識の向上に大きな刺激を与えてくれました。

　出場選手は次のとおり。（敬称略）

　頃安正浩・佐竹貴弘・中塚啓介・大塩大輔・佐竹康平

大健闘　第１０分団日吉部
県消防操法大会で見事３位

北京オリンピックを前に、大いなる勇気と感動をありがとう。
熱い夏を最高に熱くしてくれました。

　北条高校野球部（神田吉輝監督）が、第 90 回全国高校野球選手権記

念西兵庫大会でベスト４に進出しました。２回戦で選抜大会ベスト４の

東洋大姫路高校を、準々決勝で春の県大会優勝の社高校を撃破する大健

闘。準決勝では、甲子園出場を果たした加古川北高校に破れましたが、

創部以来の快挙は、「やればできる」という熱いメッセージを市民に発

してくれました。

　また、部員 36 人を引っ張った主将（当時）の蓬莱寛規君（3年）は、

「応援してもらった方に感謝しています。あと 2勝で甲子園に行けたか

と思うと本当に悔しいけれど、達成感はとても大きいです。後輩には常

に大きな夢を持って、どんな時もあきらめずにチャレンジしてほしい」

と力強く話してくれました。

強豪を次々と撃破
高校野球西兵庫大会で４強　北条高校

試合結果
1 回戦 6/30 三田西陵 8 － 3

2 回戦 7/10 東洋大姫路 4 － 0

3 回戦 7/13 津名 4 － 3

4 回戦 7/16 日生第三 5 － 0

準々決勝 7/19 社 5 － 4

準決勝 7/22 加古川北 0 － 5

その２

その１

▲ 南古修宏分団長と選手

▲ 北播磨代表の勇姿を披露

▲ ベスト 4進出を果たした北条高校野球部

▲ 3 回戦の津名高戦。快進撃は続きます

勝利を祈る千羽鶴 ▶

▲ 力投する中村洋平投手 ▲ 2 回戦では強豪東洋大姫路に完封勝利

▲ 熱く闘志あふれるプレー ▲ 勝利に向かって一致団結


