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市長から市民の皆様へ　―平成20年度上半期を終えて― ■歳入増への取組みについて

■幼児園やごみ処理業務等の民営化・民間委託について

■環境と景観のまちづくりについて

■市道・農道・里山・ため池等の管理について

■市民参画・かさい防災ネット・＃８０００について

　地方自治法では、監査委員は市長が選任し、議会の同意を得ると定められています。しかし、加西市議会では、これ

まで監査委員を議会側が選び、それを受けて市長が提案し、議会が同意するという慣行をずっと続けてきました。

　監査委員の職責はとても重大です。気づきがあって、会計や役所の手続きも分かる方でなければ、職務の遂行は難し

い面があります。過去の監査がもっとしっかりとなされていれば、加西市の財政はここまで悪くならなかったのではな

いでしょうか。

　そういう観点から、先の 9月議会で私は、議会歴 21 年で人格識見に優れた井上芳弘議員を監査委員として提案したも

のですが、残念ながら 5名の議員しか同意を得られず、否決されました。現在、小谷融代表監査委員 1名のみです。

　さて、市民の皆様から議員定数や議員報酬についてのご意見やご質問をよくお聞きします。しかし、市議会のことは

議員自身が考えるべきことであり、市長がどうこうする筋合いのものではありません。

　お隣の西脇市議会の議員定数は、結局、小幅削減となり、多くの西脇市民からは落胆の声が出ている模様です。加西

市議会も、議会運営の効率化や定数削減を果たすことを、多くの加西市民は期待しているのではないでしょうか。

　私は、一期目の公約で市長報酬を 30％カットしました。これは、実績が出るまでは満額報酬をいただかないという考

えに基づくものであり、財政再建に向けた私の強い決意を内外に示すためでもありました。

　お陰様で、就任丸 3年間で数々の改革に取り組み、市民の皆様に追加負担をかけることなく、借金を 60 億円減らし、

相当の実績を上げることができました。この春からは、下水道料金改定やごみ有料化を実施しましたので、年間 2億弱

の市民負担増とはなりますが、それはそのまま過去の借金返済に充当するものです。

　条例に定められた市長報酬額に比べ、私は、この 3年間で 1,600 万円を自主的に返上し、市財政に個人レベルでも貢

献しています。本来、報酬や給料というものは、責任と能力と実績に基づいて支払われるべきものです。

　現行の市長報酬（年俸 1,125 万円）は、30 代の勤務医レベルであり、市役所全体の給与バランスからすると、市長な

ど特別職の報酬が極端に抑えられた水準にあります。報酬の多寡ではなく、額に見合った成果を出し、市民のためにし

っかりと働いているか否かを見ていただくことが大事です。これまでの私や副市長などの実績を、市議会でどのように

評価していただけるか見届けるためにも、適正水準への改定（条例に定められた額の 10%カット）を提案したものですが、

残念ながら 5名の議員にしかご理解いただけませんでした。

■監査委員の選任や議員定数について

■市長の報酬について

■懲戒解雇した元職員からの訴訟について

　市民の安全安心を守るべき公務員、とりわけ、部下を指導するべき管理職にあった者が、飲酒運転をしたことを結果

的に擁護する一審判決（10/8 神戸地裁）の内容は、飲酒運転の撲滅に向けた、国民・行政挙げての取り組みに逆行する

不当なものです。判決が確定すれば、他の自治体にも将来にわたって影響する悪しき判例となってしまいますので、私は、

控訴して正しい判例を残したいと考えています。

　本件懲戒処分は、市長の強権発動ではなく、市役所の部長級職員で構成された当時の懲戒審査委員会において、慎重

かつ厳正に処分決定されたものです。元職員は、加西市公平委員会に不服申立をしましたが、市の処分は妥当であると

裁定されたため、元職員が裁判を提起していました。

　元職員は、飲酒運転で検挙された当時、翌春の早期退職を申請済みであり、加西市役所で定年まで働くという意思は

既に無かったものであって、今回の裁判は、あくまで退職金の獲得が目当てであると理解しています。

　市民の皆様には、収穫の秋真っ盛りかと拝察します。今月号では、9月市議会や平成 20 年度上半

期を振り返りつつ、当面する市政の課題やお願いなどをお伝えしたいと思います。

　11 月 1日には、イオンのショッピングセンターがグランドオープンしますし、三洋電機鎮岩工場

の新規設備投資なども検討されており、徐々に市内に活気が戻りはじめているように感じています。

　行政の非効率さが、地域経済や民間の企業活動の足を引っ張ることがないよう、引き続き市役所

改革と財政再建などに取り組む所存です。加西を元気で魅力あるまちとするために、今後も時代を

先取りして頑張りますので、宜しくご理解賜りますようお願い申し上げます。　　　（市長）

　未利用地については、有効活用や賃貸または売却処分を行って増収に努めています。上半期の実績としては、市営住

宅跡地や病院医師住宅跡地を売却して 3,225 万円の収入がありました。本年度中に山枝市営住宅跡地他 4件（9,113㎡）

を売却、3,500 万円の収入を見込んでいます。旧消防署跡地（2,002㎡）については、売却よりも有効活用したいと考え

ています。

　私は市長就任直後から、資産がありながら再三の催告にも応じない、誠意のない滞納者に対しては、滞納処分を強化

してきました。差押えだけでなく平成 19 年度からインターネット公売を導入しました。さらに今年度からは、消費者

金融に対する過払金返還請求権の行使や自動車公売等も実施しています。加西球場他のネーミング・ライツ等によって、

新たな財源確保に努めます。

　行政効率化と財政再建のためには、「民間でできることは民間にやってもらう」ことが大切です。加西市立の幼稚園・

保育所でも、幼保一元化や民営化を進めるべく、民間事業者等から関心表明を募ります。また、クリーンセンターや斎

場の業務についても、民間事業者等から関心表明を募りますが、いずれも現在、働いている職員が、自分たちで組織を

立ち上げるなどして、民間の立場で業務を引き受けるということも、仕組み上は可能です。

　加西市は、環境と景観のまちづくりに取り組んでいます。加西の景観の素晴らしさを再発見し、行政と市民が協働し

て美しい町並みを形成していくことが、結果的に住環境の改善や資産価値の向上にもつながります。事業者に適切な指

導が出来るよう条例や開発指導要綱などの整備を進めています。

　加西市は、洞爺湖サミット以降も、毎月 7日に防犯上問題のない施設 51 か所で午後 8時以降のライトダウン（消灯）

を続けています。6月からの 4カ月間で電力 2,136.95kWh、CO2 を 1,186.01kg 削減しました。

これは、燃費 10㎞ /ℓのガソリン車が 5,000kmを走行した際に排出する CO2 量にほぼ等しい数値で、今後もライトダウ

ンを継続し、市民挙げての地球何周運動にしたいと思っています。

　これから道路に落ち葉が舞う季節となります。市では、市道沿線の低木の植樹帯 7,650 ｍと中高木の街路樹 1,315 本

を管理しています。老朽街路樹を更新するか、落ち葉の少ない常緑樹にするか、樹木をやめて草花を植えるかなど、植

栽のあり方を樹種や草花の選定、維持管理方法などについて、市民の皆様が主体的に考えていただくことが大事です。

　他方、農道の維持管理についてのご要望がよくありますが、圃場整備の段階で農道の維持管理は地元で行うとの協定

が締結されています。堤体が侵食されるなど、危険ため池も増えていますが、財政的には、全てを補助事業で改修でき

ないのが実情ですので、地域住民の手で池干しなどを通して補修していただくこともお願いします。昔から地域総出で

道普請などを続けている地区もあります。自分たちの町は自分たちの手で守っていただくことが自治の原点です。

　なお、高齢化等で耕作に困られている田畑の利活用を市役所に任される場合は、固定資産税相当額を減免する制度の

創設も検討しています。里山や竹林を管理していただくために、今回、市役所で炭化装置やチッパーを購入し、地域の

皆様に低料金でお貸しする準備を進めています。

　市役所の各種審議会などの委員については、私は市長就任以来、当て職ではなく原則公募でお願いしています。また、

適時適切な情報開示に努め、市民の皆様に市政への参加機会を広く持っていただけるよう留意しています。

　現役時代に様々な分野で活躍され、色々な技能をお持ちの市民が沢山いらっしゃいます。加西を素晴らしいまちとす

るために是非お力をお貸しください。受け身ではなく、自ら市政情報にアクセスしていただける市民が増えることが、

より良い市政の実現に不可欠です。

　加西市は、「ひょうご防災ネット」に参加し、携帯電話やパソコンのメール機能を利用して、あらかじめ登録された方

に気象警報・地震情報・緊急情報を発信しています。台風や水害の警報や避難情報その他犯罪や事故など緊急時に、情

報をいち早く受信できますので進んで登録してください。http://bosai.net/kasai/

　また、休日・夜間に、子供の急な病気に困ったら、小児救急電話相談（#8000）をご利用ください。小児科医師・看護

師が相談に応じています。♯ 8000 または 078-731-8899
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『これからの教育を考える市民の集い』を開催

男女共同参画宣言都市記念イベントを開催

【問合先】　教育総務課　☎428770　℻  431803

【問合先】　男女共同参画センター　☎420105　℻  420133

　加西市は、昨年 11 月 11 日、市制 40 周年記念式典にお
いて男女共同参画都市の市民宣言をし、宝塚市に次いで県
下 2番目の宣言都市となりました。今回記念事業を国（内
閣府）と共催することによって、さらに市民の意識改革を
進め気運を高めようとするものです。
　どなたでもご参加できます。

　加西市教育委員会では、特色ある学校づくり、学校統合、
施設の耐震化、幼稚園・保育所の一元化・民営化など、加
西市の教育環境を取り巻く課題について、市民の皆様と一
緒に考える集いを開催いたします。
　次代を担う子どもたちに「どんな教育や教育環境が必要
となるのか」をテーマに、皆様と議論を重ねて参りたいと
考えております。保護者や子育て世代や小中学生の皆様に
は、ぜひ、ご参加いただきますようお願いいたします。

場所：加西市健康福祉会館

日時：11 月 1日（土）
1 回目 9:30 ～ 11:30

 2 回目 15:00 ～ 17:00
  3 回目 19:00 ～ 21:00

住民投票条例に関する講演会を開催

【問合先】　総務課　☎428702　℻  431800

　住民投票とは、市政に関する重要な課題について住民の
意志を直接問うための重要な制度です。
　市では、住民投票条例の導入に向け、市民の皆様を交え
てその必要性、どういう使い道があるのかという勉強会を
行っていきたいと考え、この度、下記内容にて講演会を開
催いたします。市民の皆様ふるってご参加ください。
日時：11 月 15 日（土）10:00 受付　10:30 開演
場所：加西市健康福祉会館　１階大会議室
演題：「市民自治と住民投票」
講師：ジャーナリスト　今井　一　さん
参加費：無料

会場：加西市健康福祉会館　大会議室
　　　※ 11/1 の 3 回目のみ研修室 1・2

参加方法：事前申込不要。会場にお越しください。

※各校区には、11 月中旬以降開催予定のタウンミーティングにおいて説明します。

　　　11 月 5日（水）19:00 ～ 21:00

講師プロフィール

今井　一（ジャーナリスト）
[ 国民投票／住民投票 ] 情報室

事務局長。81 年以降ソ連・東

欧の現地取材を重ね、民主化の

過程で実施された各国の国民投票を現場で見届ける。ま

た、04 年、05 年にはスイス、フランス、オランダで実

施されたさまざまな国民投票を現地取材。主な著書に『住

民投票』（岩波新書）など。サンテレビの「ニュースシ

グナル」のコメンテータとして出演中。加東市出身。

講師プロフィール

ナタリア・ロシナ（経営者）
1995 年来日以来長崎、浜松、札

幌での勤務経験の後、2003 年有限

会社フォーオール（蜂蜜と自然食

品販売）を設立。札幌と夕張を往復し、夕張活性化のた

めの勉強会企画、商品開発、情報発信に奔走中。また、

2007 年 12 月日経 BP社から『夕張への手紙』を出版され、

さらに、最近では『なにくそ不景気』を新たに出版。講

演活動を活発にされるなど幅広い分野で活躍。13:00　■オープニング加西児童合唱団さるびあっ子
■式典

14:00　■記念公演『日本人とワーク・ライフ・バランス』
講師　ナタリア・ロシナさん

15:10　■ハープ演奏川下　笑里歌　さん

15:30　■事例発表『女性起業家として』
北部菜園グループ代表　伊藤洋子さん

15:50　■男女共同参画都市宣言文　朗読

※いずれも説明内容は同じです。

プログラム：

はじめ

日時：11 月 15 日（土）13:00 ～ 16:00

レッドカード：将来負担比率を除く三つの指標で、財政再生基準を一つでも上回れば、「財政再生計画」を策定し国等
　　　　　　　　の関与による確実な再生に取り組まなければなりません。

加西市財政の健全化判断比率等を公表

【問合先】　財政課　☎428710　※詳しくは加西市ホームページに掲載していますのでご覧ください。

　平成 19 年度決算から財政健全化にかかる各指標の公表が義務付けられました。平成 20 年度決算から基準を超える団
体は財政健全化計画等を策定しなければなりません。これは、公営企業や第 3セクターも併せた地方自治体の全体の財
政状況を明らかにするもので、「早期健全化」と「財政再生」の２段階で財政悪化をチェックします。

①実 質 赤 字 比 率：地方自治体の標準的な収入に対する、一般会計等の実質赤字額の割合。

②連結実質赤字比率：地方自治体の標準的な収入に対する、全会計を対象とした実質赤字額合計の割合。

③実質公債費比率：地方自治体の標準的な収入に対する、実質的な公債費（市の借金の返済金）相当額の割合。

④将 来 負 担 比 率：地方自治体の標準的な収入に対する、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の割合。一般会
　計等が背負っている借金が、一般会計等の標準的な年間収入の何年分かがわかります。

加西市の健全化判断比率は

健全化判断比率の四つの指標

イエローカード：四つの指標で早期健全化基準を一つでも上回れば、「財政健全化計画」を策定し、自主的な改善努力に
　　　　　　　　よる財政健全化に取り組まなければならず、自治体の自立性が制限されます。

加西市の資金不足比率は

　現在、加西市の健全化判断比率の四つの指標はいずれも、危険域を示す早期健全化基準を下回っています。
　市の実質公債費比率は、早期健全化基準を 4.2%下回っていますが、この数値は県下市町の中で 5番目に高いもの
です。
　その原因は、平成 16 年度以降に下水道事業のために借り入れた市債の償還が増加しているためです。この償還は
平成 24 年度にピークを迎えます。このため、市では平成 18 年度に公債費負担適正化計画を策定し、新規の市債発
行を抑制しながら、平成 25 年度には 18％未満になるように計画的に公債費負担の軽減を図っています。

特別会計名 平成 19年度決算 事業規模 資金不足比率
水道事業特別会計 資金不足額なし 1,297,560 ―
下水道事業特別会計 資金不足額なし 619,324 ―
病院事業特別会計 資金不足額なし 5,185,817 ―
農業共済事業特別会計 資金不足額なし 117,490 ―

　公営企業会計ごとの資金の不足額が、事業の規模に対してどの程度あるのかを示す指標です。
　経営健全化基準は 20％ですが、加西市の公営企業会計はいずれも、資金不足額がありません。そのため、資金不
足比率は算定できず、該当数値なしを意味する  ―（ダッシュ）表示となっています。

（千円）

加西市 早期健全化基準
（イエローカード）

財政再生基準
（レッドカード）

①実 質 赤 字 比 率 赤字額なし
（ △ 1.04% ） 13.1% 20.0%

②連結実質赤字比率 赤字額なし
（ △ 10.38% ） 18.1% 40.0%

③実 質 公 債 費 比 率 20.8% 25.0% 35.0%

④将 来 負 担 比 率 183.8% 350.0% ―

※一時保育あり（無料：3日前までに要予約）
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民営化・民間委託に向けた関心表明を受付

　市では、「民間でできることは民間で」との考えから、下記の事業の民営化・民間委託を検討しています。

■市立幼稚園・保育所・幼児園（幼保一元化施設）

　加西市では、市立幼稚園・保育所・幼児園の民営化・民
間委託の検討を進めており、民間事業者がどの程度、経営
に関心をもっているかの申し出を受け付け、事前調査を行
います。
　現在、市立には 10 幼稚園（うち 2園は休園）、9保育所、

1幼児園があり、730 人が通園しています。
　原則として、幼保一元化での経営をお願いし、事業者は
最大でも 5ないし 7事業者程度（1事業者複数園経営も可）
にできればと考えています。

【問合先】　こども未来課　☎428726　℻  431801　※詳しくは加西市ホームページに掲載していますのでご覧ください。

■加西市ごみ処理施設

【問合先】　資源リサイクル課　☎460401　※詳しくは加西市ホームページに掲載していますのでご覧ください。

【問合先】　環境創造課　☎426620　※詳しくは加西市ホームページに掲載していますのでご覧ください。

■加西市斎場

■申出方法：所定の関心表明申出書を下記へ 12 月 15 日（月）まで、ご提出ください。
　　　　　　※関心表明申出書は担当窓口、または加西市ホームページで入手可能です。　　
　　　　　　〒 675-2395 兵庫県加西市北条町横尾 1000 番地　加西市教育委員会こども未来課
　　　　　　メールアドレス：kodomo@city.kasai.hyogo.jp

■申出方法：所定の関心表明申出書を下記へ 12 月 15 日（月）までに
　　　　　　ご提出ください。
　　　　　　※申出書は担当窓口、または加西市ホームページで入手可能です。　
　　　　　　〒 675-2343 兵庫県加西市中山町 520-15
　　　　　　加西市生活環境部資源リサイクル課
　　　　　　メールアドレス：recycle@city.kasai.hyogo.jp

　加西市のごみ処理業務（クリーンセンター・リサイクルセンター・埋立）
の民営化・民間委託についての事前調査のため、関心募集を行います。
　関心のある民間事業者は、所定の関心表明申出書をご記入のうえ、お申
し出ください。

■申出方法：所定の関心表明申出書を下記へ 12 月 15 日（月）までに
　　　　　　ご提出ください。
　　　　　　※申出書は担当窓口、または加西市ホームページで入手可能です。　
　　　　　　〒 675-2395 兵庫県加西市北条町横尾 1000 番地　
　　　　　　加西市生活環境部環境創造課
　　　　　　メールアドレス：kankyo@city.kasai.hyogo.jp

　加西市の斎場火葬業務（遺がい・小動物）の民営化・民間委託について
の事前調査のため、関心募集を行います。
　関心のある民間事業者は、所定の関心表明申出書をご記入のうえ、お申
し出ください。

名称：加西市クリーンセンター
所在地：兵庫県加西市中山町大谷 520-15
竣工年月日：平成 7年 1月
炉の数：炉 2基

名称：加西市斎場
所在地：兵庫県加西市鴨谷町字少婦谷 307-6
竣工年月日：昭和 62 年 7月
火葬炉の数：火葬炉 3基、汚物・小動物用炉 1基

■応募写真：カラープリント写真（Ｌ判）
■応募方法：必要事項（撮影日、撮影場所、
　氏名、住所、連絡先）を記入のうえ、
　写真裏面に貼付して、持参か、
　郵送、eメールでお送りください。
■応募締切：
11月 14日（金）必着

加西市の土地を売却

■売却する土地
　件名：山枝町普通財産（市営住宅跡地）
　場所：加西市山枝町字安楽寺
　　　　326-10、326-11、326-6(A)、326-13(B)
　地目：宅地（4筆）
　地籍：(A)944.65㎡、(B)130.91㎡
■売却する方法：一般競争入札
■入札に関する告示：10/20 付で市役所に告示

【問合先】　財政課管財係　☎428704　

■説明会：11 月 21 日（金）
　　　　　10:00　4 階入札室
■入札日：11 月 28 日（金）
　　　　　10:00　4 階入札室

売却予定地

加西の美しいそばの写真を募集

　加西市そば大学準備委員会（吉田廣事務局長）は、市内
に咲くそばの花の写真を募集しています。
　写真は、加西そばを広くＰＲするためのポスターやチラ
シに掲載します。
※応募者の中から抽選で 20名に、加西在住の若手人気イラス

トレーターホシノスミカ・マキさんデザインの特製エコバッ

ク（企画制作：アスティアかさいテナント会）をプレゼント

【応募・問合先】　〒675-2395（住所表記不要）加西市ふるさと営業課　☎428740

特製エコバック▶

加西球場などネーミングライツスポンサー募集

【応募・問合先】　加西市教育委員会教育総務課  ☎428770  ℻  431803  メール：kyoiku@city.kasai.hyogo.jp

　加西市は、下記 3施設についてネーミングライツ（命名権）のスポンサーを募
集します。新たな財源の確保により安定した経営基盤を確立するとともに、市の
文化・スポーツ振興施策の充実強化を図ることが目的です。

■対象施設　勤労者体育センター（玉野町 1124）
　　　　　　加西球場（玉野町 1126-1）
　　　　　　市民グラウンド（北条町西高室 592-1）

■契約期間　平成 21 年 4月 1日～ 24 年 3月 31 日（3年間）

■募集期間　平成 20 年 10 月 20 日（月）～ 12 月 19 日（金）

■希望金額　勤労者体育センター（年間 50 万円程度）
　　　　　　加西球場　　　　　  （年間 100 万円程度）
　　　　　　市民グラウンド　　  （年間 70 万円程度）

■特　　典　対象施設の 7日間無料使用権など

■対象企業　市営スポーツ施設にふさわしい事業者

■応募方法　申込書に必要事項を記入し、必要書類添付の上、郵送または持参

■選定方法　審査委員会の意見、応募された名称、金額等を総合的に判断し、
　　　　　　優先交渉権者を選定

勤労者体育センター

加西球場

市民グラウンド



8 9

『町ぐるみ健診』のお知らせ

　ちょうど二年前、市民ホールに800人の参集を得て

開かれた『加西病院市民フォーラム』をご記憶の方は多

いと思います。あの折は、押し寄せる勤務医不足の波が

未だ市民には伝わっておらず、北海道や北陸では、勤務

医不足による医療力の低下を病院の怠慢と誤解した発言

が、一層勤務医を退職に走らせ地域医療を危機に陥らせ

る事件が生じた頃でした。私達は加西病院も同様の危機

にあることを訴え、多くの方々の理解を得て勇気づけら

れました。

　その後勤務医不足がますます厳しさを増し病院の苦境

が深まる中、今度は別の地平から地域医療への衝撃が訪

れようとしています。総務省の公立病院改革ガイドライ

ンです。このガイドラインは、二年前に成立した医療制

度改革法が最重要課題として位置づける「高齢化に伴う

医療費の伸びをいかに抑えるか」という観点からの制度

設計と連動し、黒字経営できない公立病院を再編して急

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

性期病床を削減する狙いを持っています。加えて公立病

院を民営化し、公的な交付金を削減する狙いもあります。

　私達は、加西病院が置かれた状況と課題、および公立

病院改革ガイドラインが進めようとする自治体病院のあ

り方を広く知って頂き、市民にとっての医療を考えて頂

きたく、11月6日に第二回加西病院市民フォーラムを開

催いたします。多くの方のご参集をお願いする次第です。

（ 病院長 ）

『第二回加西病院市民フォーラムに参集しよう！』

【申込・問合先】　国保健康課健康係　１階⑨窓口　☎428723

ポリオ予防接種を受けましょう

【申込先】　国保健康課健康係　☎428723

　ポリオ（急性灰白髄炎）はポリオウイ
ルスによる感染症で、感染すると、手足
の運動麻痺による後遺症を残すことがあ
る恐ろしい病気です。ポリオ予防接種を
受け予防に努めましょう。

対象者：生後 3か月～ 90 か月（7歳半）未満の児
接種回数：6週間以上の間隔をあけて 2回接種
接種日
10 月 31 日（金） 　九会・在田・西在田・多加野地区
11 月  7 日（金） 　富田・賀茂・下里・富合地区
11 月 10 日（月） 　北条地区
11 月 21 日（金） 　未接種児
※接種者が１日に集中しないよう地区をわけていますが、お

子様の体調に合わせ都合のよい日にお越しください。

接種場所：健康増進センター
必要物品：母子健康手帳・予診票（ペンで記入）・体温計

肝炎ウイルス感染に不安な方へ

【相談窓口】　
　社健康福祉事務所　0795-42-5111（代）
　国保健康課健康係　☎428723（直通）

　肝炎ウイルス感染に不安をお持ちの方は医療機関、もし
くは下記の相談窓口へお電話ください。
■肝炎ウイルスはどんな病気？
　ウイルスが原因で起こる肝臓の炎症をウイルス性肝炎と
いい、日本人の肝臓病の約８割はウイルス性肝炎です。
■肝炎ウイルスの感染ルートは？
　肝炎ウイルスは、主に血液（輸血・採
血器具の不適切な使用等の医療行為など）
により感染します。感染しているかどう
かは血液検査で調べることができます。
■肝炎ウイルス検診はどこで受けれるの？
　町ぐるみ健診（40 歳以上の加西市民対象）
市内指定医療機関（20 歳以上の加西市民・事前に社健康
福祉事務所へ申込が必要）

　今年度の町ぐるみ健診も後半となり、下記の日程で終了を迎えます。まだ、健診を受けていない
方は、是非この機会をご利用ください。なお、事前に健診の申し込みが必要ですので、保険証を持
って、国保健康課 1階⑨窓口までお越し下さい。

内容 受付時間 料金 対象者

特定基本健診

8:30 ～ 11:30

1,300 円 40 歳～ 74 歳の方は医療保険によって料金が異な
ります。また、受診できない場合があります。

胃がん検診 1,300 円

平成元年 4月 1日以前生

大腸がん検診 700 円

胸部（肺がん・
結核・ｱｽﾍﾞｽﾄ）検診

ﾚﾝﾄｹﾞﾝ検査 500 円
喀痰検査  800 円

歯周疾患健診・相談
300 円

40・50・60・70 歳は無料

前立腺がん検診 1,500 円 50 歳以上の市民（男性）

子宮頚部がん検診 1,700 円 20 歳以上の市民（女性）

肝炎ウイルス検診 600 円 40 歳（S43.4.2 ～ S44.4.1 生）等

日時：10 月 23 日（木）、24 日（金）、11 月 23 日（日） 場所：農協会館（JA本店横）

※非課税世帯・生活保護世帯の方は、健診料金が免除となりますので、国保健康課１階⑨窓口で事前に申請手続きをして下さい。

　なお、生活保護世帯の方は、社会福祉課（福祉事務所）が申請手続きの窓口となります。

※ 75 歳以上の方は、健診料金は無料となります。（昭和 9年 4月 1日以前生まれ）

※健診結果の事後指導として、結果説明会を開催します。結果票と一緒にチラシを同封していますので、お申し込み下さい。

　また、40 歳～ 74 歳で特定基本健診を受けられた方で特定保健指導の必要な方は、ご案内のチラシを別途送りますので、ぜ

　ひお申し込みください。

生活習慣病予防教室＜後期＞参加者募集
加西市医師会の医師を講師に迎え、加西市民を対象に毎回テーマを変えて生活習慣病について学びます。ミニ体験講座
や希望者には保健師・看護師による個別相談もあります。

【申込・問合先】　国保健康課健康係　１階⑨窓口　☎428723

場所：健康福祉会館

月日 時間 内容
12 月 11 日（木） 13:45 ～ 15:00 メタボリックシンドロームについてⅡ～特に肥満との関連について・個別相談
1月 23 日（金） 13:15 ～ 14:30 生活習慣病と眼のかかわりについて・個別相談
2月   6 日（金） 13:15 ～ 15:00 高血圧～家庭血圧との関連について・ミニ体験講座：正しい方法での血圧測定等
2月 26 日（木） 13:45 ～ 15:00 ストレスについて～こころの健康・個別相談

参加費：無料
申込期間：10/30（木）～ 11/14（金）
申込方法：申込期間内に国保健康課窓口（市役所 1階⑨番窓口）か電話（42-8723）でお申込み
　　　　　ください。※先着 30 名

　今年度更新を予定していたMRI

（磁気共鳴画像装置）が、10 月 1

日から稼動しています。このMRI

は最新の装置で、画像の質が格段に向上しており、検

査時間の短縮も可能です。また検査の種類も増えまし

た。MRI は治療や診断に欠かせない画像診断装置であ

り、今回の更新は加西病院の医療の質の向上に欠かせ

ないものです。

第二回加西病院市民フォーラム開催

最新MRI を導入しました

『地域医療を守るために～公立病院改革プランを通じて～』
日時：11 月 6日 ( 木 )18:30 ～ 20:00

場所：健康福祉会館大ホール

参加費：無料

前回の「加西病院市民フォーラム▶

　病院改革プランの進捗状況や病院の診療機能を客観

的評価していただく委員（２名程度）を募集します。

応募期間：11 月 7日（金）まで

応募方法：①履歴書②小論文（自己ＰＲ、応募動機を

800 字程度）作成の上、下記までお送りください。

病院評価委員募集

【申込・問合先】　病院経営推進室☎422200



善意の表彰・さわやか市民賞　スポーツ分野での貢献を称えて

　県立北条高等学校野球部は、今年の夏に開催された「第 90 回全国高校野球
選手権記念西兵庫大会」において、強豪を次々に破る快進撃により初のベス
ト４進出。市民に大きな感動と希望を与えました。
　このたびの贈呈は、その功績を称えるものです。
　また、同校野球部は、加西市体育協会からも活躍を称え、『スポーツ特別賞』
を贈呈されました。

　10 月 4 日、加西市政策顧問三枝輝行さんの呼び掛けにより、コ
シノヒロコさん（ファッションデザイナー）、永田萠さん（絵本作
家）、岩田健三郎さん（版画家）にご参加いただき、加西市を元気
で魅力的なまちにするための意見交換が行われました。市では、地
域のブランド力向上を図るため、ブランド力向上委員会（仮）の設
置を検討中です。
　意見交換後、引き続き三枝さんのラジオ番組の収録が行われ、コ
シノさん、永田さん、そして中川市長も出演。皆さんで、加西の魅
力について大いに語られました。
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KASAI データバンク 人口／ 49,385（－ 60） 世帯数／ 16,993（－ 13）
男／ 23,989（－ 27） 女／ 25,316（－ 33）　
9 月の出生数／ 31人 死亡数／ 36人

H20.9.30 現在（前月比）

地域の魅力を高めよう。コシノヒロコさんら来庁

　斎藤千晶さん（繁昌町）は、9 月 29 日大分県で行われた、おおいた国体成年女子馬場
馬術で優勝し、昨年の秋田国体に続き 2 連覇を達成。また、女子自由演技馬上馬術でも 2
位というすばらしい成績を収められました。
　この度の贈呈は、その輝かしい活躍を称えるものです。
　斎藤さんは、「来年もぜひ、国体に出場して、自由演技
馬上馬術でも優勝し、2 冠で 3 連覇を目指したいです」と
意気込みを語られました。

■さわやか市民賞　斎藤千晶さん（おおいた国体　女子馬場馬術で 2連覇）

受賞された斉藤千晶さん（右）
市長と記念撮影　　　　　▶

◀ 愛馬ブラティーノと共に堂々の
　 パフォーマンス

　9 月 28 日、玉丘史跡公園で JA 共済「ふるさとの森づくり」植樹祭が
開催され、約 600 人が参加。アラカシ等の苗木約 4,500 本が植樹されま
した。これは、JA 共済が事業開始 50 周年を機に始められた社会貢献事
業。著名な植物生態学者の横浜国立大学名誉教授宮脇昭先生の指導に
よる、自然災害に強い森をつくる取り組みです。
　手をかけなくとも 10 年で森になるとのこと。きっと、災害から私た
ちの生活を守ってくれることでしょう。

ふるさとの森づくりへ

かしの木賞  「かし」の一本のたくましさにちなんで個人にお贈りします。
　市位卓磨（46 歳・野上町）（泉少年野球クラブ）
　井上勇一（65 歳・玉丘町）（富合少女バレーボールクラブ）
　金田　博（50 歳・若井町）（泉少年野球クラブ）
　小林克志（43 歳・若井町）（泉少年野球クラブ）
　辻　孝之（48 歳・中富町）（泉少年野球クラブ）
　山本壯一（59 歳・北条町）（加西市剣道スポーツ少年団）

　10 月 5 日、旧海軍の鶉野飛行場跡地（鶉野町）で「鶉野平和祈
念の集い」が行われました。鶉野平和祈念の碑苑保存会（三宅通
義会長）が主催。あいにくの雨模様の中、遺族や地元住民ら約 160
人が参加、献花をして戦没者を慰霊するとともに平和への祈りをさ
さげました。平成 11 年に「平和祈念の碑」を建立し除幕式・慰霊
祭を挙行、その後毎年 10 月に開催されてきましたが、本年は第 10
回目の節目の年を迎え、最後の式典となりました。

平和への願いを込めて。第10回鶉野平和祈念祭

　少年野球クラブなどのスポーツ分野において、青少年の健全育成活動に貢
献、奉仕活動を通じて豊かな地域社会づくりに寄与された功績を称えます。

■善意の表彰　かしの木賞（スポーツ部門）を 6名に贈呈

（敬称略・五十音順）

▲かしの木賞受賞の様子

■さわやか市民賞（特別賞）　県立北条高校野球部に贈呈

　10 月 5 日、第 41 回加西市体育大会総合開会式で、スポーツ分野で
優れた成績を収められた方々を表彰する『さわやか市民賞』、スポー
ツを通じて青少年の健全育成に貢献された方を表彰する『善意の表彰』
の贈呈式が行われました。

▲北条高校野球部代表の皆さん

▲鶉野平和祈念の碑に献花

▲体育大会総合開会式
　2週に渡って放送されますので、お聴きください。
■毎日ＭＢＳ 1179kHz「三枝輝行の商い勘所」
　10 月 20 日（月）19:00 ～ 19:30
　10 月 27 日（月）19:00 ～ 19:30

▲左から 永田さん、コシノさん、岩田さん

ラジオ収録の模様▶

　警察官や肉親を装い、現金の振り込みを要求する等、様々な手口に
よる振り込め詐欺が多発しています。加西市防犯協会は、被害を未然
に防ごうと「振り込み詐欺に注意」と記した啓発のぼりを市内銀行の
ＡＴＭや窓口などに設置。
　防犯協会の藤原實会長は「市内でも被害が発生しています。迷った
ら最寄の警察署等に相談しましょう」と注意喚起を呼び掛けました。

要求されてもすぐに振り込まない。振り込め詐欺に注意！

▲約 600 人が植樹に参加

▲藤原会長が銀行窓口に啓発のぼりを設置

　9 月 14 日、多可町で開かれた「第 7 回ジャンボカボチャコンテスト」で、菅野茂
明さん（河内町）が初優勝しました。カボチャの重さは、249.5 キロで大会新記録。
　菅野さんも初めて畑で見たときは驚いたとのこと。「今度は 300 キロを超える巨大
カボチャ作りに挑戦し、連覇を狙いたい」と来年に向け意欲満々です。

巨大カボチャのチャンピオン

◀優勝カボチャを前に。菅野さん

　10 月 7 日、田原保育園と北条西保育所の園児が、田原保育園横の橋
爪貞秋さん（田原町）の畑で、落花生とサツマイモ掘り等を体験しまし
た。園児たちが、スコップで一生懸命に掘り起すと、大きなサツマイモ
が現れ「採れたよ！」と大きな歓声が上がりました。

園児が交流。秋の収穫を楽しむ

大きなおイモが採れました▶

■サツマイモの花
　高橋義文さん（北条町西高室）の自宅農園でサツマイモの花が咲きました。本州ではあまり開花
しないため、珍しいとのこと。「長年栽培してきたがサツマイモの花を見たのは初めて」と高橋さん。



「災害用伝言ダイヤル」、「災害用伝言板」を利用しましょう ※災害時のみ稼動
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平成21年度　保育所・幼稚園・幼児園入所者募集
平成 21 年 4月 1日から保育所（園）・幼稚園及び幼児園に入所を希望する児童を対象に、申込受付を次のとおり行います。

【問合先】　各保育所・幼稚園・幼児園　または、こども未来課　☎428726

受付日程 受付対象保育所（園） 受付場所

11月 18日（火）
9:00 ～ 17:00

富田保育所（☎421592）　多聞保育園（☎482383）　善防保育所（☎483765）
白竜保育園（☎471185）　北条保育園（☎425566）　九会保育園（☎490142）
田原保育園（☎490148） 市役所 

5 階大会議室
11月 19日（水）
9:00 ～ 17:00

日吉保育園（☎450324）　泉第一保育所（☎441968）　泉第三保育所（☎441971）
北条南保育所（☎423162）　北条西保育所（☎423630）

入所資格：小学校就学前までの保育に欠ける児童
申込に必要なもの：入所申込書、印鑑、勤務証明書 ( 勤務先の証明 ) または保育に欠ける状況確認書 ( 民生委員の証明 )、
　　　　　　　　　児童家庭調査表
　　※ 2人以上の児童が同時に入所希望の場合は一人ずつ申込みが必要です。

　　※指定日に来られない方は、12 月 18 日（木）までにこども未来課へお申込みください。

　　※申込用紙は各保育所及びこども未来課で配布しています。保育所見学を希望される方は、事前に園にご連絡下さい。

■保育所

■幼稚園
入園願書・預かり保育等詳しい資料は、11 月 10 日付で市内に住所のある対象児の保護者の方へ郵送します。

入園資格：市内に住所のある 5歳児（平成 15 年 4月 2日～平成 16 年 4月 1日生まれ）
申込に必要なもの：入園願書、印鑑
受付期間：11 月 18 日 ( 火 ) ～ 19 日 ( 水 ) の 15:00 ～ 17:00 に直接入園を希望する幼稚園へ申込みください。

（なお、休園している幼稚園は、こども未来課へ申込みください。）
※市内幼稚園では、締め切り時に入園希望者が 15 人に満たない場合は「加西市立幼稚園の休園等に関する規

程」により休園となります。ただし、15人に満たない場合でも 10人以上で、小学校区の就学対象幼児数（校
区対象児童数）の 80％を上回る場合は、開園します。また、15 人に満たず 12 人以上の場合、ただし書き
の 10人以上でなくても 8人以上の場合は休園を 1年に限り猶予します。なお、入園願書締め切り時におい
て、休園規程に該当する幼稚園の入園希望者には他の幼稚園への入園希望を再度お聞きします。

■幼児園
0 歳児から 4歳児までは保育所の入所となり、5歳児は保育所（長時間保育部）と幼稚園（ 短時間保育
部）どちらでも選択できる、保育所と幼稚園の機能を兼ね備えた幼児園を、これまでの賀茂に加え平成
21 年度新たに別府と宇仁に設置します。

受付日程 受付対象幼児園 受付場所

11月 19日（水）
9:00 ～ 17:00

賀茂幼児園　長時間保育部・短時間保育部　（☎46 0313）
別府幼児園　長時間保育部・短時間保育部　（☎47 0601）
宇仁幼児園　長時間保育部・短時間保育部　（☎45 1524）

幼児園又は市役所 5階大会議室

長時間保育部
入園資格：就学前の保育に欠ける児童
申込に必要なもの：入所申込書、印鑑、児童家庭調査表、勤務証明書か保育に欠ける状況確認書
備考：入所申込に関する書類は、幼児園またはこども未来課で配布しています。

短時間保育部

入園資格：市内に住所のある 5歳児（平成 15 年 4月 2日～平成 16 年 4月 1日生まれ）
　　　　　賀茂幼児園は 4歳児（平成 16 年 4月 2日～平成 17 年 4月 1日生まれ）
申込に必要なもの：入園願書、印鑑
備考：5歳児は、入園願書・預かり保育等詳しい資料を 11 月 10 日付けで保護者の方へ郵送します。

※賀茂幼児園は、4歳児 ( 定員：長 ･短時間保育部合わせて 36 名 ) も短時間保育部（幼稚園）を設置しています。

【問合先】　市民参画課　☎428751

災害が発生した場合、被災地の家族・知人の安否を気遣う電話が殺到するため、電話が非常につながり
にくくなってしまいます。安否の連絡には「災害用伝言ダイヤル ( １７１)」や携帯サイトの「災害用伝
言板」を利用しましょう。

毎月１日の体験利用日を活用しましょう
「災害用伝言ダイヤル」、「災害用伝言板」は、災害時に稼動するものですが、毎月 1日に体験利用できる日が設けられて
います。これらのサービスはガイダンスや画面説明によって、誰でも簡単に操作できるようになってはいますが、いき
なり本番となるとなかなかうまくいかないものです。体験利用日を利用して普段から操作に慣れておきましょう。
体験日は毎月 1日のほか、正月三が日、防災とボランティア週間 (1 月 15 日～ 21 日 ) 等に設定されています。

■災害用伝言ダイヤル「１７１」
局番なしの ｢１７１｣ に電話をかけることで、安否の状況
を音声で録音・再生することができるサービスです。一般
電話、公衆電話、携帯電話、ＰＨＳなどから利用できます。

なお、伝言の登録料は無料ですが、被災地までの通話料が
かかります。

[ 使用方法 ]　※音声ガイダンスが流れます。
①１７１をダイヤル 
②伝言を残すときは「１」、伝言を聞くときは「２」を入力
③被災地宅の電話番号を市外局番から入力
④伝言の録音・再生 (30 秒以内 )

■災害用伝言板
携帯電話やＰＨＳのインターネットサービスを活用し、文
字情報によって被災者の安否状況を伝えることができま
す。
災害時には、携帯各社ポータルサイト
のトップメニューに「災害用伝言板」
へのリンクが表示され、あとは画面の
指示に従って操作すると伝言を登録し
たり、閲覧することができます。

トップに表示される「災害用伝言板」を選択。
例はNTT ドコモ社。他社でも同様です

市民農園を開設しませんか

【問合先】　ふるさと営業課　☎428740　※詳しくは加西市ホームページでご覧になれます。

特定農地貸付法の改正により、農地を所有している方またはＮＰＯ法人や企業等の農地を所有していない方でも市民農
園（区画貸し農園）を開設することができるようになりました。

■開設のメリット
　・農地法の権利移動の許可が不要
　・農地を農地として維持可能
　・将来的に自作農地に戻すことが可能
　・協定書に基づいて貸借が行われるため、貸借条件が明確
　・生産調整として助成金の対象になる（平成 20 年度は 10,000 円 /10a）
　・市のホームページで PRが可能
　・申請書類作成が簡単（一括で申請できます）

■個人や、農業進出を検討されている企業からのご相談も承ります。
　お気軽にご連絡ください。

■すでに市民農園を開設されている方は、加西市ふるさと営業課へ申請いただくことで、市のホームページの利用者の
　募集が可能になります。

■特に市街地の市民農園を借りたいというニーズは強いものにもかかわらず、開設が進んでいないのが現状です。所有
　農地の有効利用に、ぜひご検討ください。

北条町栗田で開設されている市民農園。
すでに、利用者で満杯状態です。

※長時間保育部に入所希望の方で指定日にこられない場合は、12 月 18 日（木）までにこども未来課へ申込みください。



■10/25（土）
・作品展示　9:00 ～ 17:00
・講演「認知症について」
　10:00 ～ 11:30
■10/26（日）
・芸能発表　10:00 ～ 15:00
・作品展示　9:00 ～ 15:00
・各種バザー、お茶席など 9:00 ～
問合先：善防公民館☎482643
（月～土の 9:00 ～ 17:00）

【問合先】　税務課税制係　☎428712

平成20年度市県民税（普通徴収）第3期分・国民健康保

険税・介護保険料（普通徴収）第4期分の納期限は、

　　　　　　　１０月３１日（金）です。

納期内完納にご協力をお願いします

1514

講座・イベント

日程：10/21（火）～ 26（日）
9:00 ～ 18:00
場所：アスティアかさい 3階交流プラザ
主催：桂の会
問合先：地域交流センター
☎420106

桂の会書道展示

住民により身近なところでボラン
ティア活動の進め方などについて適
切なアドバイスができる人が求めら
れています。必要な知識を学び、様々
な場面で活躍できるアドバイザーを
目指しましょう。
日時：11/5、12、19、26各水曜日
13:30 ～ 16:00
場所：健康福祉会館2階　
対象：ボランティア活動者
締切：10/27（月）
申込先：加西市社会福祉協議会
☎438133　℻  426658

ボランティアアドバイザー
養成講座

■ふるさと紅葉めぐり
山々の紅葉を楽しみな
がら、皇女が葬られて
いるといわれている皇
塚古墳等をバスで訪ね
る旅です。

日時：11/22（土）9:30集合
集合場所：観光案内所（アスティア
かさい正面玄関前）
コース：庚申の杜散策（お葉付き銀
杏・庚申堂）～石部神社（皇塚古墳）・
昼食～奥山寺
参加費：800円（当日支払い）
申込方法：電話・FAX にて
申込先：加西市観光まちづくり協会
☎&℻  428823（当日参加も可）
※お茶・お弁当等は各自でご持参く
ださい。

ふるさと再発見の旅

入場無料！映画上映イベント、ねひ
め cue!・FILM の今月の上映予定。

地域交流センター
映画上映イベントガイド

〔FILM〕
「マディソン郡の橋」
日時：10/23（木）10：00 ～ 12:15
「裏窓」
日時：11/6（木）10：00 ～ 11:30
〔CUE !〕　
「ウディ・ガスリー / わが心のふるさと」
日時：10/24（金）19：00 ～ 21:30

場所：アスティアかさい 3階多目的
ホール
問合先：地域交流センター（アスティ
アかさい３階）☎420106

★八代亜紀ふれあいコンサート
日時：11/15( 土 )　昼の部 13:30 ～　夜の部 18:00 ～
入場料：全席指定　S席 5,000 円　A席 4,500 円
（当日各 500 円増）友の会は１割引
チケット発売所：市民会館・公民館・北条楽器・西村書店
毛利書店・地域交流センター・白ゆり
ローソンチケット
問合先：市民会館　☎430160　（年中無休）

◀奥山寺参道の紅葉

学習と活動の成果を披露します。お楽しみください。

問合先：中央公民館☎42 2151

日　時 内　容 場　所

11/15（土）
　9:00 ～ 17:00

公民館登録グループ・館外教室の作品展示
（書道・手編み・和裁・日本画・水墨画・絵手紙・

短歌・俳句・川柳・竹細工・木彫り・フランス刺繍・

ちぎり絵・ボールペン習字・生花・写真・表装）

市民会館

コミセン
2階・3階

11/16（日）
　9:00 ～ 15:30

　10:00 ～ 15:00 茶席

　11:00 ～ 15:30 料理バザー
（かけそば・山菜おこわ・小豆ようかん・紅茶・

コーヒー・ミックスジュースほか）

　10:30 ～ 12:00 作品バザー（木彫り・竹細工）

文化ホール
　12:00 ～ 15:00 芸能発表会

（大正琴・歌謡・社交ダンス・銭太鼓・詩舞道・

舞踊・コーラス・マジック・着付け・太極拳・

ヨーガ・劇・オカリナ）

中央公民館学習発表会『中央ふれあいまつり』

第19回 善防公民館まつり

■家屋を新築・増築・滅失された方は、ご連絡をお願いします。問合先：税務課資産税係☎428713

■世界の駄菓子店オープン！
日時：10/26(日)10:00 ～ 12:00
場所：善防公民館まつりバザー会場内
問合先：国際交流協会☎428700

長寿（後期高齢者）医療制度　葬祭費の申請はもうお済みですか？
後期高齢者医療保険の被保険者がお亡くなりになられた場合、喪主に葬祭費として 5万円が後日支給されます。

申請に必要なもの（国保健康課国保医療係へ申請してください。）
・葬祭を行ったこと及び葬祭執行者（喪主）が確認できるもの（会葬御礼はがき、領収書等）
・葬祭執行者（喪主）の印鑑
・葬祭執行者（喪主）の口座番号、口座名義人が確認できるもの（預金通帳等）　
・申請者の本人確認書類（運転免許証、パスポートなど）

※既に申請いただいている方については必要ありません。

※葬祭を行った日から２年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。

税に関する小学生の書道・ポスター展
11 月 11 日（火）～ 17 日（月）までは『税を考える週間』
です。
社税務署では、皆様に税をより身近なものとしてご理解い
ただくため、小学生の作品を集めた「税に関する小学生の
書道・ポスター展」を下記の日程で開催いたします。是非
お立ち寄りください。
開催期間：11 月 7日（金）～ 14 日（金）
場所：加西市役所 1階ロビー
また、11 月 15 日（土）には、小野サティにおきまして、
自宅などからインターネットを利用して申告書の提出など
ができる「国税電子申告・納税システム（e-TAX）」の体
験コーナーを設けますので、是非ご利用ください。

【問合先】　社税務署　☎0795-42-0223

税務署からのお知らせ
　11 月 4 日から税務署の電話案内は、自動音声に変わり
ます。
　税金に関する一般的なご相談を希望される方は、音声案
内に従い「1」番を選択してください。国税局の「電話相
談センター」の専門スタッフがご相談をお受けします。
　また、税金の納付相談や税務署へのお問い合わせなどで
税務署にご用の方は、「2」番を選択していただきますと、
税務署につながります。
　なお、来署によるご相談を希望される方は、事前のご予
約をお願いします。
※「番号が認識できません。」という案内があった場合は、
電話機の「＊」を押してから番号を選択してください。

【問合先】　社税務署　☎0795-42-0223

【申込・問合先】　国保健康課国保医療係　１階⑨窓口　☎428721

加西市文化祭「文芸展」入賞者

【問合先】　市民交流課　☎428775

■一般の部：推薦（市長賞）
　　俳句　藤井美八子　（田原町）
　　短歌　宮﨑要子　　（野条町）
　　川柳　神戸えつ子　（桑原田町）
■一般の部：特選
　　俳句　井上静子　　（小野市）
　　　　　井上美代子　（北条町東南）
　　短歌　古角田鶴子　（西横田町）
　　　　　岩井清津子　（笹倉町）
　　川柳　為広鈴美　　（上芥田町）
　　　　　今井しげ子　（尾崎町）

■ジュニアの部：推薦（市長賞）
　　俳句　長浜智也　（北条小6年）
　　短歌　別所穂波　（泉小 6年）
　　川柳　馬場つばさ ( 泉小 4年）
■ジュニアの部：特選
　　俳句　別所邦彦　（泉小 1年）
　　　　　水谷龍也　（日吉小3年）
　　短歌　内藤沙綾　（日吉小6年）
　　　　　藤中美有　（北条中1年）
　　川柳　伊東由莉菜（日吉小6年）
　　　　　大野佑樹　（北条中3年）

■応募点数
　「一般の部」俳句 145 点、短歌 201 点、
　川柳 106 点
　「ジュニアの部」俳句 435 点、短歌
　158 点、川柳 43 点
　一行詩 22 点、エッセイ 5点
■文芸展（入賞作品を展示します）
　日時：10/19（日）まで
　場所：アスティアかさい3階交流プラザ
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くらし
日時：10/26（日）9:00 ～正午
場所：西笠原町五郎池（駐車場は JA
兵庫みらい善防支店）
内容：ため池の雑魚取り、クリーン
キャンペーン
参加費：無料
締切：10/20（月）
申込先：加西西部土地改良区総務係
☎490915

五郎池（西笠原）雑魚取り大会

17

リズムであそぼう
県民局よりアドバイザーの方が来ら
れ、楽しい音楽に合わせて体を動か
して遊ぶよ！
日時：11/14（金）10:30 ～ 11:30
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。遊びに来てね。
日時：11/10（月）、26（水）
11:00 ～ 11:30　
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。妊婦
さんも一緒にお話しましょう！
※今月は、高齢者の方との交流で、
『はりまストリングアンサンブル』
演奏会もあります。お楽しみに！
日時：11/18（火）10:30 ～ 11:30
ねひめキッズ開園日時は月～土曜日
10:00 ～ 15:00。登録・利用料はい
りません。
問合先：ねひめキッズ☎42 5710

ねひめキッズからのお知らせ

子育て中の方や子育て支援関係の方。
現代のおもちゃと子どもの環境につ
いて学習してみませんか。
日時：10/30（木）10:00 ～ 11:30
場所：北部公民館体育室
講師：キッズいわき ぱふ 
　　　代表  岩城敏之  氏
締切：10/24（金）
申込先：北部子育て学習センター
☎451523　℻  450886

親学習講座
おもちゃと子どもの発達

絵本の読み語りや、手袋人形、大型
手作り紙芝居など盛りだくさん。
日時：10/26（日）
場所：市民会館2階和室
出演：田中千代野  氏
参加費：入会金300円　会費800円
4才から会費要。3才以下のお子様
は大人の入会のみで一緒に観れます
後援：加西市教育委員会
問合先：加西おやこ劇場
☎&℻  430830

加西おやこ劇場
「おはなしおばさんの
おはなし会」

日時：10/25（土）10:00 ～ 16:00
　　　10/26（日）10:00 ～ 15:00
場所：姫路少年刑務所構内
内容：更正を目指す受刑者が作った
製品の展示・販売やパネル展示など
問合先：姫路少年刑務所
☎079-293-4133

第22回姫路矯正展

市では、40歳以上の在宅寝たきり者
及び、寝たきりに準ずる方で、歯科
治療を受ける機会がない方に対し、
歯科医師・歯科衛生士による訪問指
導を行っております。
ぜひご利用ください。
回数：１人につき１回
内容：口腔診査、口腔保健指導
※なお、より安全に指導を受けてい
ただくために、事前に保健師の訪問
や、主治医への状態確認を実施させ
ていただきます。
料金：無料
申込先：国保健康課☎428723

在宅寝たきり者歯科訪問指導

住宅の建設等、緊急かつ具体的計画
のある土地利用案件について、加西
農業振興地域整備計画に係る農用地
区域からの除外申請を受け付けます。
受付期間：11/17（月）～ 28（金）
※土・日曜日除く
受付場所：農政課☎42 8741

農用地区域の除外申請を
受け付けします

国土利用計画法に基づき、一定面積
以上の土地取引には、売買等の契約
の締結日より２週間以内に、市を経
由して知事への届出が必要です。
【届出が必要な面積】
市街化区域：2,000㎡以上
市街化区域を除く都市計画区域：
5,000㎡以上
都市計画区域以外の区域：
10,000㎡以上
問合先：兵庫県都市政策課
☎078-341-7711（内線4739）
加西市都市計画課☎428753

土地取引の届出をお忘れなく

会員の方が丹精込めて育てた作品を
是非ご鑑賞ください。
日時：11/7（金）～ 9（日）
9:00 ～ 18:00（9日は 17:00 まで）
場所：アスティアかさい3階交流プラザ
主催：加西市・加西市盆栽研究会
問合先：中央公民館☎422151

第42回加西市盆栽展
日時：11/29( 土 )13：30 ～ 16：00
場所：近畿福祉大学（福崎町）
テーマ：これからの少子高齢化社会
に向けた健康づくり
特別講演：掛布雅之氏
申込方法：℻  かメールで、氏名・人
数・住所・電話番号をお送りくださ
い。追って、入場券をお送りします。
費用：無料
締切：11/20（木）
申込先：近畿医療福祉大学学生課
☎ 0790-22-2528　℻   0790-22-2650
e-mail　sympokwu@yahoo.co.jp

福祉健康スポーツ学科
開設記念シンポジウム

絵描けないし、ガラスアートって難
しそう…？心配はご無用。初心者で
も安心のサンドブラスト（砂を使っ
た彫刻）でガラスコップを素敵に変
身させてみませんか？
日時：11/30( 日 )　13:30 ～ 16:00
場所：市民会館 2 階　視聴覚室
講師：森谷純一氏（ガラス工房「そ
よ風」主宰）
参加費：1,500 円
持ち物：無地のコップ (1 ～ 3 個 )，
タオル ( 汚れてもよいもの )
定員：40 名 ( 先着 )
申込期間：10/20( 月 ) ～ 11/20( 木 )
申込先：中央公民館☎42 2151
( 受付：月～土曜日の 8:30 ～ 17:15)

＊ガラスアートに挑戦＊
サンドブラストガラス体験教室

お母さんの息抜き手伝います。
「私の時間」づくりをしてリフレッ
シュ・ママに！
日・場所：11/7（金）泉第一保育所
　　　　　12/10（水）日吉保育園
時間：10:00 ～ 11:30
対象：在宅で子育て中のお母さんと
こども　　
募集人数：各園 10 組（先着順）
費用：1 日傷害保険料 100 円
申込先：こども未来課☎42 8726

リフレッシュ・ママ参加者募集

私たちの生活環境を清潔で快適なも
のにするために、下水道への接続工
事をお願いします。
公共下水道区域では、本管が整備さ
れ供用開始されると、排水設備を設
置し、くみ取り便所は3年以内に改造
を行うことが法律で義務づけられて
います。（下水道法第10条、第11条の3）
なお、工事は加西市指定工事店に依
頼ください。
水洗便所等改造資金融資あっせん及
び利子補給金制度を設けております
ので、ぜひご利用ください。
工事に関すること：
上下水道課☎428760
使用料、融資あっせんに関すること：
上下水道お客さまセンター☎428795
業務管理課☎428791

一日も早い水洗化の工事を！

廃止をせずに使用を休止できますの
で、ご利用ください。
なお、休止後に水道を使用される場
合は、「水道開始届」を必ず提出く
ださい。無届使用の場合は休止解除
により、給水停止又は以後の休止受
付をしない場合があります。
問合先：上下水道お客さまセンター
☎42 8795

水道の給水休止制度が始まり
ました

日本紅斑熱は、病原体を保有したマ
ダニ類に刺されることにより感染
し、2～ 10日で発病する感染症です。
高熱・発疹・ダニの刺し口を特徴と
した症状があり、一般的には薬剤で
治療でき、予後良好ですが、重症化
することもあります。
特にダニが多く生息する野山、畑、
草むら等に出かけるときには、以下
の点に注意しましょう。
■長袖・長ズボンの着用と防虫スプ
レーの使用
■直接草むらや地面に座ったり、衣
服を置いたりしないようにする。
■帰宅後はすぐに入浴し体についた
ダニを落とし、新しい服に着替える。
疑わしい症状がある場合はすぐに医
療機関に受診しましょう。
問合先：国保健康課☎428723

「日本紅斑熱」の予防について

北播磨5市1町の地場産品、特産品や
農産品などが勢ぞろい。キャラクター
ショーなど、イベントもりだくさん！
日時：11/8（土）10:00 ～ 16:00
　　　11/9（日）10:00 ～ 15:00
場所：北はりま田園空間博物館
問合先：北播磨じばさん元気市実行
委員会☎0795-22-3901

「北播磨じばさん元気市」開催！

ハイキング、地場農
産物の販売、ランチ
飲食コーナー、子ど
もの工作遊び、紙芝
居、コスモスの花プ
レゼント。
日時：10/26（日）10:00 ～ 15:00
場所：青野町公民館前広場（メイン
開場）、コスモス畑約3町歩（青野町、
油谷町、田谷町、国正町）
臨時駐車場：青野公民館南前、小川
農具空き地
問合先：宇仁郷まちづくり協議会
☎450751　℻  450861

宇仁の里・コスモスまつり

「地域に開かれた学校づくり」をめ
ざし「陶芸教室」を開催します。生
徒たちと共に創造的で楽しい時間を
過ごしてみませんか。
日時：11/4（火）、5（水）
17:40 ～ 20:00（原則両日参加）
講師：松本　三男　先生
場所：北条高等学校定時制　学習室
定員：先着 20 名
費用：参加希望 10 人までなら無料。
越えた場合若干の負担金。（当日徴収）
申込先：県立北条高等学校定時制
☎48 2311（受付 13:00 ～ 21:00）

県立北条高等学校（定時制）
陶芸教室のご案内

■いなみ野学園40周年記念事業
日時：11/14（金）
・記念式典、記念行事10:00 ～ 12:10
・記念講演13:20 ～ 14:50
　講師　イーデス・ハンソン氏
■高齢者大学いなみ野学園文化祭
「いなみ野祭」
日時：11/15（土）、16（日）9:30 ～ 17:00
内容：活動発表、演芸大会、チャリ
ティーバザー、陶芸作品及び野菜類の
販売、餅つき体験、楽焼体験など

開催場所：兵庫県いなみ野学園内
（加古川市平岡町新在家902-3）
問合先：兵庫県いなみ野学園
☎079-424-3342　℻  079-424-3475

いなみ野学園からのお知らせ

日時：11/6（木）～ 9（日）
9:00 ～ 17:00
場所：市民会館コミュニティーセンター
問合先：加西市書道文化協会
☎490331

加西市書道展



■人権相談　 13:30 ～ 15:30  　11/4（火）　市民会館（☎428727）
■行政相談　 13:30 ～ 15:30  　11/4（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  
    11/13（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  
　10/23（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  
　11/6（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
　11/26（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  
　11/8（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）

10月19日（日） 西 村 医 院 （中野町☎490001）
10月26日（日） 安 積 医 院 （西剣坂町☎460361）
11月   2日（日） 米 田 病 院 （尾崎町☎483591）
11月   3日（月） 小 野 寺 医 院 （王子町☎483737）
11月   9日（日） 北 条 田 仲 病 院 （北条町☎424950）
11月16日（日） 田尻内科循環器科 （北条町☎437931）
11月23日（日） 三 宅 医 院 （中野町☎490067）
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※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 
10/27（月）     13:00 ～ 13:45
H20. 8月生まれの乳児　
■4か月児健診  11/4（火）13:00 ～ 13:45
H20. 6月生まれの乳児
■1歳6か月健診  11/11（火）
 13:00 ～ 13:45 H19. 5月生まれの幼児
■2歳児教室　10/22（水） 
13:00 ～ 13:15、14:00 ～ 14:15  
H18.10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 11/18（火）   13:00 ～ 13:45 
H17. 9月生まれの幼児　
■乳幼児保健相談   11/20（木）　
 13:00 ～ 13:30    希望者　　
■離乳食講習会( 予約制)  10/30（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①（予約制）  
11/6（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

お  く  や  み

大西　勝 69 大西正子 下道山町

黒崎たつゑ 96 黒崎忠彦 国正町

大西啓之 69 大西千裕 北条町西南

菅野のぶゑ 92 菅野博行 繁昌町

片岡政一 80 片岡　裕 小印南町

小田清人 74 小川　清 坂元町

岡井　功 74 岡井隆子 田原町

高見あき子 89 高見貞勝 北条町古坂

安富重子 97 安富正博 畑町

金志忠彦 66 金志春樹 中富町

水谷よしの 92 魚住　実 和泉町

片岡すがの 93 片岡秀夫 小印南町

西面二郎 90 西面信廣 別府町甲

小山みつ 84 小山正美 広原町

織邊仁一 80 織邊吉弘 網引町

高井　亨 77 高井誠三 上万願寺町

筧　美代子 84 筧　知 網引町

高井武司 64 高井俊成 北条町横尾

宇高　登 77 宇高てるよ 北条町東高室

能瀬俊子 94 能瀬輝久 北条町江ﾉ木

谷口なつ子 85 谷口義博 繁昌町

玉田良博 56 玉田郁也 北条町宮前

岩崎逸二 72 岩崎晴彦 野田町

中田竹一 75 中田正彦 王子町

柴田あき子 82 柴田忠男 常吉町

森　巖 87 森　徹郎 畑町

別府淺美 87 別府　均 別府町甲

多田みつこ 90 多田博己 都染町

上原敏尚 70 上原尚広 西長町

豊田純子 87 岡山亮徹 山下町

  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。
消防本部（☎420119）でも確認することができます。

敬称略。8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
　柏原英生（北条町西高室） 100,000 円
■一般預託
牡丹 20,000 円
泉中学校 39 年卒  在田分教室同窓会 15,000 円
株式会社   本陣 11,560 円

敬称略

障害福祉計画策定のため、市民のみ
なさまから委員募集します。
期間：10/15(水) ～ 11/21(金)
募集人数：福祉団体、保健医療、地
域住民、事業者、関係行政機関より
各2名程度
応募資格：市内に住所又は福祉施設
を有する方。※現在、市で設置する
ほかの審議会などの委員を３つ以上
兼務している人は除く
委員の任期等：H21.3/31 まで
委員会は期間内に 2回程度(平日昼
間)開催予定。
謝礼：会議出席1回につき、8,300円
申込方法：11/21（金）までに、応募
申込書に必要事項を記入し、「障害
福祉について」をテーマとした小論
文を添えて、郵送、FAX、電子メー
ルで下記まで
申込先：社会福祉課
☎428725　℻  431801
e-mail　fukushi@city.kasai.hyogo.jp

加西市障害者基本計画・障害福
祉計画策定委員会の委員募集

募　集

児童手当を受給されている方の手当
（6 ～ 9 月分）を、10/10（金）に指
定口座に振込みましたのでご確認く
ださい。
問合先：こども未来課☎42 8726

児童手当10月期振込のお知らせ

加西市身体障害者協会、加西市手を
つなぐ育成会、加西市精神障害者家
族会はとの会の合同運動会です。
皆さんの参加をお待ちしております。
日時：10/25（土）10:00 より開会式
雨天の場合 10/26（日）
場所：北条小学校運動場
参加費：無料
参加資格：障害手帳をお持ちの方と
その家族
申込期日：10/20（月）
申込先：各地域の支部長まで
問合先：加西市身体障害者協会事務
局☎43 8133　

第27回加西市障害者運動会
参加者募集

10/1 から 3 ヶ月間にわたって、共
同募金運動が全国展開されていま
す。集められた募金は地域福祉推進
のため活用させていただきます。今
年も皆さまの温かいご支援をお願い
します。
問合先：加西市社会福祉協議会
☎428888　℻  426655

赤い羽根共同募金運動に
ご協力を

社員、従業員、アルバイトなど、労
働者を１人でも雇い入れた事業者
は、労働保険（労災保険・雇用保険）
の加入手続きをして、労働保険料を
申告・納付することが義務付けられ
ています。
労働保険の加入手続きについては下
記のホームページまたは問合先まで
兵庫労働局ホームページ
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp
問合先：
西脇労働基準監督署☎0795-22-3366
西脇公共職業安定所☎0795-22-3181

10月は『労働保険適用促進月間』

■市では、サラ金やクレジットなど
の返済でお困りの方の事情をお聞
きして、法律専門家（弁護士・司法
書士）への橋渡しをおこなっていま
す。お悩みの方、ご相談ください。
窓口：市役所市民相談室☎42 8739
毎週月火木金　8:30 ～ 5:00　
■ 9 月から 12 月は多重債務者相談
強化キャンペーン期間です。弁護士
による無料相談が実施されます。ま
ずはこの機会に相談窓口へ。
夜間相談：毎週水曜日
17:30 ～ 20:00
休日相談：毎月第 2・第 4 土曜日
13:00 ～ 16:00　　　　
窓口：兵庫県弁護士会神戸相談所
予約制 078-341-1717

多重債務者相談強化キャンペー
ンのお知らせ

兵庫県最低賃金：時間額　712円　
（平成20年10月22日発効）

募集開始：10/20（月）から
運行期間：12/8（月）～ 23（火）
申込先：北条鉄道☎420036

今年もサンタ列車運行



地域に眠る未利用のバイオマス（竹・
わら・木質ペレット等）を発見し、バ
イオマスの利活用による地域おこし
を目的としたセミナーを開催します。
近畿で初めて「バイオマスタウン構
想」を掲げた加西市が、今、どのよ
うな取り組みをしているのか？の報
告や、バイオマス施設の見学会など
も予定しています。

発行／加西市　　
　　　〒675-2395　加西市北条町横尾1000番地　☎0790421110（代）
編集／加西市　経営戦略室　☎0790428700　FAX0790431800

● ホームページ　http : //www . city . kasai . hyogo . jp

市外に住まれている加西市出身の方、加西市にゆかりのある方、加西を訪れ加西フ
ァンになった方、ふるさと納税（ご寄付）をお願いします。
ご寄付の仕方や特典などについてご説明申し上げます。お問い合わせ下さい。

       問合先：経営戦略室　☎ 0790 42 8700      

ふるさと納税は加西市に

▲ 北条小 6年　田中早紀さんの作品「ふるさとの絵」

パ
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BDF 精製装置

近畿バイオマスセミナー  in  加西

【問合先】　環境創造課バイオマス担当　☎428716

かぐや姫プロジェクト　ボランティアスタッフ募集
地元の竹林や里山での間伐・炭
焼きをとおして、自然に親しみ、
自然を感じてみませんか？
郷土の里山を守りたい！その間
伐材で、オリジナルの炭焼きを
体験したい！と思われる方は、
ふるってご参加ください！

【問合先】　環境創造課バイオマス担当　☎428716

竹林での間伐作業風景

バイオマスについて興味のある市民の方・事業者の方、お
気軽にご参加いただき、バイオマス利活用での地域活性化
について一緒に考えてみませんか？

日時：11 月 5日（水）13:00 ～ 17:00
会場：アスティアかさい 3階　多目的ホール
主催：近畿バイオマス発見活用協議会
　　　農林水産省近畿農政局
共催：加西市

期間：11 月～来年 3月（月 2回程度、土曜日実施予定）
場所：市内竹林・里山
締切：10 月 31 日（金）
定員：30 名（市内外・個人・団体は問いません）
※ 焼いた竹炭は、農業用土壌改良剤、水質浄化、空気浄化、
消臭剤、除湿剤、鑑賞用工芸品などに使えます。
※炭焼き装置は本市にてご用意しておりますが、間伐用具
（のこぎり等）は各自ご用意ください。

【問合先】　加西市立図書館　☎423722

図書館まつり　11月2日（日）・3日（祝）　場所：図書館・アスティアかさい 3F

言葉を大切にする子育て、言葉によるしつけ
などについて考えてみましょう。
日時：11 月 3 日（祝）13:30 ～ 15:00
場所：アスティアかさい 3 階  多目的ホール
講師：兵庫教育大学大学院　
　　　田中雅和教授
主催：兵庫教育大学、加西市
定員：100 名
申込期限：11 月 1 日（土）※当日参加も可

兵庫教育大学特別公開講座
『子育て・躾をことばから』

■ブックマークコンテスト（11 月 2日 9:00 ～ 18:00、3 日 9:00 ～ 15:00）
　幼児から中学生までの応募作品を展示。好きな作品に一票を。
■リサイクルフェア（11 月 2日 9:00 ～ 18:00、3 日 9:00 ～ 15:00）
　保存期間の過ぎた雑誌を無料還元します。お一人雑誌 10 冊まで。
■ぶんちゃか座のおさわがせミュージックシアター（11 月 2日）　
　第 1回 13:30 ～、第 2回 14:40 ～ 15:30
　チケット配布：10/25（土）10:00～　
　図書館窓口にて配布。
　3歳～小学1年生を対象に両公演とも親子
　30組。先着順。無料

■子どもお茶会（11 月 3日）
　14:00 ～ 16:00　子どもによる接待。300 円
■弦楽四重奏コンサート（11 月 3日）
　18:00 ～ 19:00　加古川スピリアート弦楽四重奏団による演奏。無料

ぶんちゃか座


