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2 3【問合先】　経営戦略室☎㊷8700

市民が負担している市職員の時給について

【問合先】　総務課☎㊷8702

　加西市では、職員の意識改革と業務の効率化を進めるために、市長方針を受けて昨年から「市民が負担している職員
の時間コスト」を公表し、職員本人にも通知しています。市職員が受け取っている給与明細上の給料ではなく、市役所
が支払っている人件費総額、即ち市民が負担している給与コスト（時給換算）を通知しています。
　これは、全職員に自らの給料の出所を再認識してもらい、市民が負担する時間給に相応しく付加価値の高い仕事、質
の高い市民サービスを心がけてもらうことが目的です。

　加西市は 5月 19 日、神戸大学との間で、連携協力に関する包括協定を締結し
ました。同大学で行われた調印式には、加西市から中川市長以下 6名、神戸大
学から福田秀樹学長をはじめ中村千春理事ら 6名が出席しました。
　この協定締結を機に、市内鶉野町にある神戸大学大学院農学研究科附属の食資
源教育研究センターと特産品の開発や地域農業の活性化に取り組むとともに、鶉
野飛行場跡地はじめ、地域の歴史文化遺産の学術調査を行うなど、官学連携を一
層推進していきます。
　なお、大学との連携協定の締結は神戸大学で 4つ目です。

協定書を取り交わす中川市長と福田学長

大学名 協定時期 主な目的 具体的な成果

兵庫教育大学 平成 18 年 10 月
教育分野全般、人材育成と
能力開発

・市民を対象に子育ての特別公開講座を開催
・市職員採用試験委員の派遣

関西大学 平成 20 年 4 月
自 治 体 公 会 計 改 革 の 研 究、
環境分野の取り組み

・望ましい公会計の研究
・加西市新エネルギービジョン策定委員長

東洋大学 平成 20 年 5 月
公民連携推進と新しい公共
サービスの担い手育成

・公民連携フォーラムの開催
・加西市型 PPP 導入可能性調査

神戸大学と連携協定を締結

■これまで加西市が協定を締結した大学

人件費単価：人件費単価とは、給料・手当・賞与のほか、法定福利費（健康保険・年金）や退職手当積立金等、事業主
が負担すべき金額を加えた一人あたりの人件費総額を、年間労働時間で除した１時間当たりの単価

超過勤務基準単価：基準単価とは、時間外勤務手当を支給する際の 1時間当たりの賃金単価。時間外勤務手当は、平日
は基準単価× 1.25（22 時以降は 1.5）、休日は基準単価× 1.35（22 時以降は 1.6）で計算します。なお、課長級・主幹級
以上の管理職には、時間外手当は支給されません。

職種

年齢

行　政　職 消　防　職 技能労務職

人件費単価 超勤基準単価 人件費単価 超勤基準単価 人件費単価 超勤基準単価

20 ～ 22 歳 - - - - - -
23 ～ 25 歳 2,031 1,184 - - - -
26 ～ 28 歳 2,286 1,312 - - - -
29 ～ 31 歳 2,651 1,475 3,177 1,649 - -
32 ～ 34 歳 2,901 1,623 3,223 1,753 2,760 1,602
35 ～ 37 歳 3,223 1,800 3,425 1,898 3,125 1,772
38 ～ 40 歳 3,518 1,973 3,656 2,025 3,496 1,990
41 ～ 43 歳 3,830 2,156 4,095 2,273 3,409 1,978
44 ～ 46 歳 4,081 2,281 4,400 2,360 3,715 2,070
47 ～ 49 歳 4,209 2,346 4,488 2,446 3,838 2,153
50 ～ 52 歳 4,402 2,434 4,432 2,515 3,883 2,207
53 ～ 55 歳 4,697 2,530 4,950 2,640 3,941 2,217
56 ～ 58 歳 5,248 2,738 5,172 2,733 4,055 2,295
59 ～ 60 歳 5,073 2,690 5,899 2,964 4,164 2,354

（単位：円）

■ 6 月の期末手当等を減額
　人事院勧告に基づき、国が実施する給与改定に準じ、一般職員に支給する期末勤勉手当（6月 30 日支給）を減額します。
市長、副市長、教育長の手当も減額し、全職員同一支給率になります。5月 28 日に開催された臨時議会において議決さ
れました。（効果額：5,900 万円）

■ 12 月以降の期末手当等を減額（6 月議会にて審議中）
　景気悪化に伴い、市税収入の大幅な減収が予想され、財政状況が予断を許さない状況にある中、財政立て直しのため、
医療職を除き 12 月以降の期末手当等を次の通り減額するべく、6月議会に上程しています。（効果額：1 億 1,000 万円）

職　種 現行支給率 改正支給率 減額月数
市長・副市長・教育長 2.125 月 1.95 月 0.175 月
一般職員 2.15 月 1.95 月 0.2 月

職　種 本年 12 月支給月数 来年 6 月支給月数 合計
市長 2.325 → 1.425 2.125 → 1.225 4.450 → 2.650（1.8 月減）
副市長 2.325 → 1.575 2.125 → 1.375 4.450 → 2.950（1.5 月減）
教育長 2.325 → 1.725 2.125 → 1.525 4.450 → 3.250（1.2 月減）
一般職（7・8 級） 2.350 → 1.850 2.150 → 1.650 4.500 → 3.500（1.0 月減）
一般職（4・5・6 級） 2.350 → 2.000 2.150 → 1.850 4.500 → 3.850（0.65 月減）
一般職（1・2・3 級） 2.350 → 2.050 2.150 → 1.950 4.500 → 4.000（0.5 月減）

■市長挨拶
　お陰様で本日、連携協定に調印することができましたことを

大変嬉しく、かつ光栄に存じます。この種の包括協定は、神戸

大学様との間で真っ先に調印したかったところですが、漸く今

日を迎えることができ、誠に感慨深いものがあります。

　全国の多くの自治体同様に加西市も財政が厳しく、また新し

い時代を切り拓けるような人材や知見に欠けています。そのよ

うな加西市を再生し元気にするために、私は市長就任以来、公

民連携や産官学の連携によるまちづくりに取り組んできました。

　神戸大学様とは取り立てて協定を結ぶまでもなく、これまでも

市民病院の運営や医師派遣、あるいは都市計画などの幅広い分野で、実に長きに渡って実質的な連携は積み重ねら

れ、交通工学、企業立地、文化財調査、食資源、医療技術、バイオマスなどご専門の分野も多岐にわたっています。

私は加西市が抱える諸問題のうち、特に環境分野、農業分野での貴学の知財やネットワークに大きな期待を寄せて

おります。

　加西市は環境のまちづくりに取り組み、近畿初のバイオマスタウンとなりましたし、全国初のエコアクション

21 環境認証を取得しています。先日、三洋電機が加西市でリチウムイオン電池の新工場を建設することを正式発

表しましたが、環境分野での産官学の連携プロジェクトを強化していきたいと考えています。

　もう一点、本来は加西の強みである農業分野での取り組みですが、加西市はもともと豊かな農業地帯であり、戦

後早い段階で農地整備が進められたところでもあります。神戸大学様の食資源研究センターはじめ、県立農林水産

技術総合センター、農業大学校もあり、じゃがいも等の新品種の開発、より効率的でおいしい健康野菜の生産方法

の開発、特産品の開発などの課題があります。このような地域とのコラボレーションを通して、大学の研究を一層

具体化させることにもなるのではないでしょうか。

　協定調印はまさにスタートであり、これから成果が問われます。本日の調印を契機として、大学（学問）と自治

体（市民）の双方にメリットのあるウィン・ウィンの関係となり、互いに活性化されることを期待しまして、ご挨

拶とさせていただきます。

神戸大学での調印式にて

■ 1 時間当りの年齢別人件費単価・超過勤務基準単価
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平成22年度  加西市職員採用試験（消防職員）のご案内

【問合先】　総務課☎㊷8702

　加西市では、平成 22 年 4月 1日採用の消防職員を次のとおり募集します。
　市民の生命と財産を守ることに、やりがいと強い使命感を持った方の応募をお待ちしています。

政策の棚卸し「事業仕分け」の委員募集

【問合先】　経営戦略室☎㊷8700

　市の業務改善の一環として、「平成 21 年度加西市事業
仕分け」を 8月 8日（土）に開催します。
　それに伴い、事業の評価や必要性の有無などの分類作
業を行っていただく「事業仕分け委員」を募集します。

職種 採用予定人数 受験資格

消防 5 名程度
昭和 60 年 4 月 2 日から平成 2 年 4 月 1 日までに生まれた人のうち、次の要件を満たす人
①色覚、聴覚、言語及び運動機能等に消防職務遂行上の障害が無いこと。
②両眼視力 1.0（矯正視力含む）以上であること。ただし、裸眼視力は 0.3 以上であること。

受験申込

提出書類 市所定の受験申込書に最終学校の卒業証明や成績証明等を添えてお申し込みください。

受付期間 6 月 22 日（月）～ 7 月 9 日（木）土日除く 8:30 ～ 17:10 持参または郵送によりお申し込みください。

申込先 〒 675-2395 加西市北条町横尾 1000 番地　加西市役所総務部総務課人事担当（庁舎 3 Ｆ）

試験日程・種目
（一次試験）

7 月 26 日（日） 教養試験・適性試験・論文試験・体力試験

7 月 27 日（月） 面接試験

■募集職種

■受験申込・試験日程

※詳細は募集要項をご覧ください。募集要項等は市ホームページからダウンロードできます。( 市役所でも配布しています。)

※事務職の正規職員募集については広報 7 月号に掲載予定です。

募集人員：4名程度
資　　格：市内在住の 18 歳以上の方で、行政改革や加西
　　　　　市の実施する事業に関心をお持ちの方
募集期間：7月 3日（金）まで
応募方法：A4用紙に、①住所②氏名③年齢④電話番号
　　　　　と、　応募動機を 400 字程度にまとめ、FAX、
　　　　　E-mail、または郵送にて下記まで応募してく
　　　　　ださい。
応 募 先：〒 675-2395　加西市役所　経営戦略室
　　　　　ＦＡＸ	㊸ 1800　E-mail　keiei@city.kasai.lg.jp

■事業仕分け委員募集要項

　行政改革の手法の一つで、現在、市が実施している事
務や事業について、「本当に必要か」「事業はどこが行う
べきか」「民間に任せてもできるのでは」「やり方を変え
るべきでは」といった視点で、政策の棚卸しを進め、業
務のあり方を根本から検討し直すものです。

■事業仕分けとは

加西市議会６月定例会が開会中
　市議会定例会は 6月 2日に開催され、市長が上程した 10 議案のうち、次の 4議案については即日採決が行われました。
なお、残る 6議案については現在審議中で 6月 22 日最終日に採決される予定です。

■ 4 議案の採決結果（6 月 2 日）

議案第 53 号
固定資産評価委員の選任

議案第 54 号
公平委員の選任

議案第 55 号
教育委員の選任

議案第 56 号
市税条例の一部改正

井上智章 ○ ○ ○ ○
別府　直 ○ ○ ○ ○
丸岡弘満 ○ ○ ○ ○
小谷安富 ○ × ○ ○
繁田　基 ○ × × ○
土本昌幸 ○ × × ○
高橋佐代子 ○ × × ○
黒田秀一 ○ × 退席 ○
吉田　稔 ○ 退席 × ○
後藤千明 ○ × × ○
森元清蔵 ○ × × ○
井上芳弘 ○ × ○ ○
西川正一 ○ ○ ○ ○
三宅利弘 ○ × × ○
高見　忍 ○ × × ○
森田博美 議長 議長 議長 議長
桜井光男 ○ × 退席 ○
山下光昭 ○ ○ ○ ○

採決結果 同意 ( 賛成 17、反対 0) 不同意 ( 賛成 5、反対 11） 不同意 ( 賛成 7、反対 8） 可決 ( 賛成 17、反対 0）

議員名
議案

※議員名は議席順で敬称を略しています。○は賛成、×は反対を表しています。

　公平委員、教育委員各 1名の任期が満了するため、現職を再任するべく市議会に同意を求めましたが、いずれも不同
意となりました。竹内氏は、元教育長、市社会福祉協議会の前理事長で、公平公正かつ人格高潔な方です。また、岡氏は、
教育に対する情熱に燃え、加西の公教育の現状と課題を十分認識されており、問題点などをゼロから勉強する必要のな
い方です。ところが、議会では十分議論することなく、一部議員が退席したり、「なぜ、公募しないのか」「再任では他
の委員がやりづらい」などの取って付けた意見が出されたりしたのは誠に残念です。今回の人事案件も各議員の責任と
判断で採決されたものであり、私は結果を冷静に受け止めていますが、半面各議員には市民に対して賛否の理由をしっ
かりと説明されるべき責任があると思います。
　私は市長就任以来、各種委員等の選任については、原則公募の方針を貫いていますが、例えば、①公募するまでもな
く現に適任者がある場合、②公募するための十分な時間がない場合、③必ずしも公募になじまない場合（例えば民生委
員の選任など）は、これまでも公募していません。また、一般的に人事案件は、市長が公約や行政課題を達成するため
に最適な人材を私情をはさまず選任するものであり、余程の問題がない限り、議会は同意するのが法律の趣旨です。今
回の不同意を受けて、次頁の通り公平委員と教育委員を公募することにしましたので、意欲的で見識の高い皆様のご応
募をお願いします。
　私が市長になって丸 4年間で既に 5回議長が入れ替わりました。今回も事前に漏れ伝った通りの正副議長が選ばれま
した。市長不信任を２度にわたって叩き付け、「中川が出直し市長選に勝ったら議員辞職する」とまで公言された方がま
たもや議長に就任されたのには正直驚いています。出直し選挙から丸 2年経過した今なお、議会との関係に腐心しなけ
ればならないのは、市民の皆様が一方で改革を推進する市長を選びながら、他方で数の上では、それを阻む議員を選ば
れているところに根本的問題（ねじれ）があります。これを解消するには、市民の皆様が、地縁血縁の選挙ではなく、
各候補者の具体的政策（マニフェスト）を比較して投票し、真に優れたリーダーを選んでいただくしかありません。議
会改革と市民自治の確立のためには、早期に議会基本条例が制定されることが待たれます。　　　　　　　　　　（市長）

■議案第 53 号　固定資産評価審査委員会委員（金澤栄一氏）の選任につき同意を求めることについて（同意）
■議会第 54 号　公平委員会委員（竹内暉雄氏）の選任につき同意を求めることについて（不同意）
■議案第 55 号　教育委員会委員（岡臣子氏）の任命につき同意を求めることについて（不同意）
■議案第 56 号　加西市税条例の一部を改正する条例の制定について（可決）　

■公平委員（1 名）
職務：職員の勤務条件に関する措置の要求、職員に対す
る不利益処分の審査などを行います。
任期・報酬：4年・年額 66,800 円
応募方法：7月 13 日（月）までに、市販の履歴書を利用
して、持参・郵送してください。
申込先：総務部総務課（市役所 3階）
問合先：公平委員会事務局☎㊷ 8781

■教育委員（1 名）
学校教育・生涯教育など、教育に情熱と識見を持って取
り組んでいただける方を公募します。
任期・報酬：4年・年額 601,200 円
応募方法：7月 13 日（月）までに、履歴書及び課題論文
「加西の教育をこう変えたい」（2,000 字程度）を持参・郵
送してください。
申込・問合先：教育委員会教育総務課☎㊷ 8770

公平委員と教育委員の公募　※応募要件等、詳細は市ＨＰ又は下記の問合先にてご確認願います。

■人事案件 2 件の不同意を受けて



6 7

善意の表彰　永年の善行をたたえて  

【問合先】　総務課☎㊷8702

　6 月 1日の善意の日にちなみ、5月 31 日に地域交流センター多目的ホールで、奉仕活動を通じてこころ豊な地域づく
りに貢献された方々を表彰する「善意の表彰」の贈呈式が行われました。

兵庫県知事選挙

【問合先】　加西市選挙管理委員会（市役所４階北側）　☎㊷8781　※詳細は市ホームページをご覧下さい

■期日前投票
　投票日に仕事や旅行などで、投票に行けない場合は「期日前投票」をしましょう（土・日曜も期日前投票可能です）
　期日前投票のできる期間：6月 19 日（金）～ 7月 4日（土）　8:30 ～ 20:00
　期日前投票場所：市役所１階　多目的ホール
　※体が不自由な方は、付き添いの方と一緒に投票所に入ることができます。
　※「投票所整理券」をご持参ください。

■かしの木賞（個人の部）　　27 名

阿部路子 （70 歳・北条町北条） 給食調理ボランティア活動

荒木秀夫 （67 歳・西長町） 福祉施設への理容奉仕活動

板谷登紀子 （72 歳・乙和泉町） 給食調理ボランティア活動

一ノ瀬　瞳 （56 歳・都染町） 地域の環境美化活動

井上美代子 （59 歳・北条町北条） 給食調理ボランティア活動

岩本珪子 （72 歳・西横田町） 点訳ボランティア活動

大塚訓子 （70 歳・北条町栗田） 給食調理ボランティア活動

岡本幸子 （64 歳・北条町北条） 給食調理ボランティア活動

金志節子 （69 歳・中富町） 給食調理ボランティア活動

後藤和子 （68 歳・北条町北条） 給食調理ボランティア活動

是常昌代 （76 歳・上芥田町） 福祉奉仕活動

佐伯順子 （73 歳・西笠原町） 福祉奉仕活動

佐伯和賀子 （69 歳 ･ 西笠原町） 福祉奉仕活動

三枝一夫 （70 歳・鴨谷町） 福祉奉仕活動・青少年健全育成活動

菅野和子 （59 歳・繁昌町） 給食調理及び配達ボランティア活動

鈴木良美 （67 歳・山田町） 給食配達ボランティア活動

玉田幸代 （74 歳・玉野町） 給食配達ボランティア活動

為広鈴美 （73 歳 ･ 上芥田町） 福祉奉仕活動

中芝正彦 （70 歳・別所町） 給食配達ボランティア活動

西村清志 （66 歳・別府町甲） 福祉施設への理容奉仕活動

庭井年明 （73 歳・玉野町） 福祉施設への理容奉仕活動

藤本富美子 （52 歳・和泉町） 福祉奉仕活動

別府節子 （71 歳・別府町甲） 給食調理ボランティア活動

前田千鶴子 （72 歳・大村町） 給食調理ボランティア活動

溝口一二 （93 歳・繁陽町） 地域の環境美化活動

本岡ふさゑ （90 歳・小印南町） 地域の環境美化活動

安田春夫 （74 歳・山下町） 福祉施設への理容奉仕活動

Do-it 要支援児童へのダンス指導
交流ボランティア活動

播州加西あばれ太鼓愛好会 演奏ボランティア活動

北条小学校ワッショイスクール 防犯及び青少年健全育成活動

北条東小学校ワッショイスクール 防犯及び青少年健全育成活動

■サルビア賞（団体の部）　　4 団体

（各五十音順・敬称略）

かしの木賞は、市の木である「かし」の一本のた
くましさにちなんで個人に贈られます。

サルビア賞は、市の花である「サルビア」の群生
の集団美をたたえる意味で団体に贈られます。

サルビア賞を受賞された皆さん

かしの木賞を受賞された皆さん

受賞者を代表して挨拶をされた
「播州加西あばれ太鼓愛好会」中谷勉さん

■投票できる方
・平成元年 7月 6日以前に生まれた方
・平成 21 年 3月 17 日までに加西市に住民登録（転入届）を行い、引き続き３か月以上住民基
本台帳に登録されている方

■郵便投票
　身体に重度の障害等がある場合で、投票所において投票することが困難な方は、自宅で投票ができる「郵便投票制度」
　があります。お早めに選挙管理委員会までお問い合わせください。

■不在者投票
　選挙人名簿の登録地以外の市町村や病院、介護老人福祉施設などにおける不在者投票については、事前に選挙管理委
　員会から投票用紙及び投票用封筒を受けておく必要があります。

投票区 投票所 関係町名

6 北条東幼稚園 東高室、西高室、清水団地自治会、カナダ村自治会、荒神山住宅自治区

12 西横田町公会堂 西横田町、東横田町、鎮岩町

14 大柳町公会堂 中山町、大柳町

25 玉野町公会堂 豊倉町、玉野町、玉丘町

30 小印南町公会堂 小印南町、青野町

■一部の投票所が変更になります。ご注意下さい

■次期衆議院議員選挙を体験してみませんか？　投票所スタッフ募集
　近く予定されている衆議院議員選挙において、各投票所で受付業務等をしていただくアルバイトを募集します。
　選挙を身近に感じてもらうための啓発も兼ねた加西市初の試みです。
　若年層の積極的な応募をお待ちしています。

応募人員：各投票所 1～ 2名程度（応募多数の場合、
　　　　　選考させていただきます。）
応募資格：・市内に住所を有している方
　　　　　・投票所まで自分で行ける方で長時間勤務
　　　　　　に耐えられる方　
　　　　　・20 歳から 40 歳まで
従事日時：投票日の 6:30 ～ 20:30 まで
　　　　　※投票日当日までの事前説明会（1～ 2時　
　　　　　間程度）には必ず出席してください。
報　　酬：1日 17,287 円（源泉徴収後）

　　　　　※報酬には事前説明会出席分も含んでいます。

　　　　　※昼食は用意します。

募集期間：6月 30 日（火）17:00 まで
応募方法：加西市ホームページをご覧頂くか、加西市
　　　　　選挙管理委員会へご連絡ください。

■勤務日時・場所について
　投票日は、衆議院議員選挙の解散あるいは、任期
満了によって決定されますの
で、現時点では未定です。勤
務場所については、市内 35
箇所を予定しており事前説明
会の後、勤務場所をお知らせ
します。

投票日時は 7 月 5 日（日）午前 7 時～午後 8 時　みんなそろって投票しましよう
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バイオマス課からのお知らせ

【問合・申込先】　〒675-2395（住所表記不要）加西市役所生活環境部バイオマス課☎㊷8716　ＦＡＸ㊷6269

定住促進に向け、若者世帯持家促進補助制度を開始
　若者の定住を促進し活力あるまちづくりを図るため、市内で住宅を新築または住宅を購入し居住する若者世帯に対し
補助金を交付します。次の要件に該当し、補助を希望される方は下記までお問い合わせ下さい。

特定公共賃貸住宅（吉野団地）入居者募集

【申込先】　施設管理課☎㊷8750　※窓口は市役所5階南側

　特定公共賃貸住宅とは、中堅所得者（公営住宅入居の収入基準を超える方）を対象にした市営住宅です。次の要件に
該当し、入居を希望される方は下記までお申込み下さい。

【問合先】　ふるさと営業課☎㊷8715

　次の全てに該当する世帯が対象です。
①自己資金（融資を含む）により居住の用に供するため
　平成 21 年 6月 1日以降に土地を購入し住宅を新築、ま
　たは平成 21 年 6 月 1 日以降に土地と住宅（築後 10 年
　以内）を購入し、当該建物が固定資産税の課税対象と
　なった方（3親等内の親族から土地もしくは建物を購
　入された方を除く）。
②本人もしくはその配偶者が 35 歳以下であること（年齢
　の算定は住宅が初めて固定資産税の課税対象となる年
　の 1月 1日をもって行う）。
③市税、公共料金等を滞納していないこと。
④過去にこの制度による補助を受けていないこと。

■補助金の受給資格要件
　専用住宅又は併用住宅の住宅部分の延べ床面積が 50㎡
以上のもので、以前に当該補助金の対象となっていない
もの（住宅とは、就寝室、炊事室又は炊事室兼食事室、
玄関、便所、浴室、脱衣所及び洗面室等を設けたもので
居住の用に供し、下水道に接続もしくは合併浄化槽を有
しているものをいう）。

■対象となる住宅

①固定資産税の課税対象となっていない住宅
②未登記の住宅

■対象とならない住宅

■補助金の額

■入居を募集する特定公共賃貸団地
　吉野団地 2 号棟、3 号棟（吉野町）
　募集戸数：計 4戸（規格 3LDK）
　　　　　　・吉野団地 2号棟 76.5㎡　1戸
　　　　　　　家賃 58,900 円～ 86,700 円
　　　　　　・吉野団地 3号棟 76.5㎡　3戸
　　　　　　　家賃 58,900 円～ 79,400 円
　※家賃は、政令月収額により決定します。

　※オール電化住宅でＩＨ調理器の購入が必要です。

■入居時期：7 月下旬の予定	
■募集期間：6 月 22 日（月）～ 7月 10 日（金）
　　　　　　※申込書の配布は 6 月 22 日（月）から

■入居資格：次の（1）～（6）の全てを満たす方
　（1）市内に居住または勤務している方
　（2）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
　（3）政令月収額が 158,000 円以上 487,000 円以下であること
　　　（別表参照）
　（4）現に住宅に困っている方
　（5）市民税等を滞納していない方
　（6）入居者及びその同居者が暴力団員でないこと

政令月収額＝給与所得額－（38 万×扶養・同居親族控除者数＋特
　　　　　　別控除等）÷ 12 ヶ月

別表：収入基準　（所得のある人が１人で、特別控除等がない世帯）
家族数

給与所得者

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

年間総収入
（税込）

3,512,000 ～
8,248,888 円

3,996,000 ～
8,671,111 円

4,472,000 ～
9,093,333 円

4,948,000 ～
9,515,555 円

年間総所得
2,278,400 ～
6,223,999 円

2,656,800 ～
6,603,999 円

3,037,600 ～
6,983,999 円

3,418,400 ～
7,363,999

■入居者選考方法：資格者多数の場合は抽選により決定。

吉野団地

　市立善防園では、就業支援の一環として「薪・竹炭の新ビジネス」に取り組
んでいます。
　まず、本年1月から木の有効利用をめざす市の「与作プロジェクト」として、
間伐材を利用した薪の生産ビジネスに挑戦しています。これまでに、約30ｔの
原木から 2,000 束の薪を生産しました。薪はひと夏乾燥させた後、暖房用燃料
として今冬に出荷され、善防園でも薪ストーブの燃料として利用する予定です。
　また、本年3月からは、竹材の有効活用をめざす市の「かぐや姫プロジェクト」
に取り組み、市立善防園との協同
企画として、竹炭商品『かぐや姫
の消臭炭』を作り、市内の様々な
環境・福祉イベントなどでも販売
しています。

■善防園発！  薪・竹炭の新ビジネス

■加西市バイオマス地域協議会委員の募集
　現在、市では、下水道汚泥を利用したバイオガスシ
ステムと木質バイオマス利用事業（堆肥化、炭化）を
計画しています。これら事業の計画・実施について企
画や提案をいただける熱意のある方を公募します。

応募資格：以下の条件に全て該当する方
　　　　・市内に居住または通勤・通学をされている
　　　　　満 20 歳以上の方
　　　　・バイオマス事業の推進に企画や提案をいた
　　　　　だける方
　　　　・平日または土日に開催する委員会に出席で
　　　　　きる方（年 6回程度）
　　　　・加西市の他の協議会等において、現在、委
　　　　　員の役職につかれていない方
　　　　※規定により報酬をお支払いいたします。
選考方法：応募用紙及び「バイオマスを活用した地域
　　　　　づくり」と題した作文（800 字以内）によ
　　　　　り選考。バイオマス活動の経歴があれば記入。

構 成 員：学識経験者・企業団体の代表・市民団体の
　　　　　代表・一般市民・行政機関の代表
募集人数：若干名
募集期間：6月 26 日（金）まで
任　　期：平成 23 年 3月 31 日まで
応募方法：応募用紙に必要事項を記入の上、下記申込
　　　　　先まで郵送または持参ください。

　加西市では、家庭の廃食用油を回収し、環境に優しいバイオディーゼル燃料の原料として有効活用しています。廃食
用油の回収は、通常の家庭ごみの回収と異なる点があります。再度確認いただき、今後とも廃食用油の回収にご協力を
お願いします。

■廃食用油の出し方にご注意ください

■廃食用油の回収場所
　回収場所は、通常の家庭ごみと異
なり、各町ごとに、公民館、ごみタ
ーミナル等に定められています。回
収場所は市 HP にも掲載しています。
十分確認の上、ご持参ください。

■廃食用油回収ボックスの常設場所
　以下の施設では、廃食用油をいつでも受け入れ可能で
す。油の移し替えは不要で、ペットボトル等容器ごとの
回収が可能です（缶、ビン、パックは不可）。お気軽にお
持ち寄りください。
• 加西市役所本庁舎正面玄関、付属棟玄関
• 加西市市民会館
• 北条鉄道「北条町駅」構内
• 健康福祉会館
• 善防公民館、南部公民館、北部公民館
• ファミリーマート加西北条店、加西豊倉店、加西繁昌店

■回収日
　毎月一回、金曜日が回収日となります。各校区の「平
成 21 年度家庭ごみ収集カレンダー」の「廃食用油」の記
載日をご確認ください。廃食用油を出せる時間帯は、前
日 ( 木 )17:00 から、当日 ( 金 ) の午前中までです。

回収場所では廃食用油回収ボッ
クスに油を移し替えて下さい。

『与作プロジェクト』薪割りの様子かぐや姫の消臭炭

新築住宅 中古住宅
市外から転入 50 万円 25 万円
市内から転居 25 万円 25 万円
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KASAI データバンク 人口／ 48,830（－ 86）	 世帯数／ 16,955（－ 15）
男／ 23,767（－ 27）	 女／ 25,063（－ 59）　
5 月の出生数／ 23 人	 死亡数／ 47 人

H21.5.31 現在（前月比）
　本格デビューを前に 6 月 7 日、羅漢寺で北条小学校歴史ガ
イド隊第 5 期生（6 年生 18 名）の内 12 名が、保護者や先生を
前に練習の成果を披露しました。
　子供たちは、4 月末より放課後や土・日に加西市歴史街道ボ
ランティアガイドの厳しい指導の下、練習に励んできました。
　この日初めて人前でガイドをした歴史ガイド隊唯一の男子、
柴田紀彦くんは「緊張しました。これからもっとうまくなって
観に来てくれた人に喜んでもらえるガイドをしたいです」と意
気込みを語ってくれました。

北条小学校歴史ガイド隊デビュー

　北条まちづくり協議会（松本正光会長）は、五百羅漢の石仏
がデザインされた絵はがきを販売しています。絵はがきは、今
年 6 年生になった北条小学校の児童が、昨年の図工の時間に
版画で作成したもの 20 種類。「力作ばかりです。はがきを通
して五百羅漢を全国に知ってもらい、まちの活性化につなげた
い」と松本会長は話されます。
　デザインの異なる 5 枚 1 セット 400 円で、五百羅漢と加西
市観光案内所で販売中。

五百羅漢の絵はがきを販売

▲絵はがきの一例

　いちごは、加西市の特産物の一つ。市内各地で栽培され、いちご狩りも盛んに行われています。子供たちが参加
したその一部をご紹介します。

市内各地でいちご狩り

ガイドを披露する子供たち▶

賀茂幼児園の園児が
いちご狩り

5 月 11 日、東剣坂町の野
田いちご園で、市立賀茂幼
児園の園児 54 人が、いち
ご狩りを楽しみました。
このいちご狩りは、野田い
ちご園が、地元に何か貢献
したいと、11 年前からほ
ぼ毎年、地元の子ども達を
招待し、開催されています。

▲歓声をあげながら、どろんこになる子供たち

どろんこ田遊び
　6 月 8 日、北条幼稚園の子供たち 48 名が、北条
町栗田の水田で、どろんこ遊びをしました。園では、
子供たちに水や土など自然との触れあいをと毎年企
画。今年は、田の所有者宮脇伸元さん（北条町栗田）
の協力により実現しました。
　地域住民と保護者が見守る中、子供たちは、トラ
イヤルウィークの北条中学 2 年生 6 名と共に、素
足になって全身で遊び、土や砂と異なったどろの感
触を味わいました。

▲さつき展会場

　5 月 29 日から 31 日の期間、アスティアかさい３階の地域交
流センターで、第 41 回さつき展が開催されました。加西市さ
つき同好会の皆さんらが丹精こめて育てた、さつき盆栽など
24 点を展示。受賞者は次の皆さんです。

第41回さつき展

■加西市長賞　　　　　　　村田利明	
■加西市議会議長賞　　　　長谷川宏明	
■衆議院議員賞　　　　　　織部利秋	
■兵庫県議会議員　　　　　高井義時	
■花と緑の協会長賞　　　　小池数一	
■加西市さつき同好会長賞　西川虔一

▲ベトナムでの活動を報告する松末さん

　青年海外協力隊員として、平成 19 年 3月 30 日～平成 21 年 3月 28 日の期間、
看護師としてベトナム・フエ市の病院に派遣され、集中治療室・救急部で勤務
した松末昌士さん（別府町）が 5 月 12 日、市長を表敬訪問されました。
　松末さんは、ベトナムの医療の現状などを報告された上で「外の世界を見て
今までいた自分の世界を振り返る事はとても良い経験になりました。少しで
も海外での生活などに興味を持ってる人は一度青年海外協力隊の話しを聞きに
いってみると有意義な時間になると思います」と語られました。

青年海外協力隊の松末さん来庁

■問合先：五百羅漢（加西市北条町北条）☎ 0790-43-0580
　　　　　加西市観光案内所（北条鉄道駅内）☎ 0790-42-8823

スパムおむすびを実演するクレイ・イートンさん（アメリカ）▶

　6 月 7 日、市民会館 2 階の料理教室で、MORE 地球家族（村
上尚美代表）が、子供たちと市内在住外国人とが気軽に交流
し合える場を作ろうと、おむすび作りのイベントを開催しま
した。小学生 45 名と外国人（中国・インドネシア・アメリ
カ・オーストラリア・オランダ）25 名が参加。様々な国の人々
と子供たちが、おむすびを一緒に握り、言葉あてクイズや交
流ゲームなどを一緒に楽しみました。
　代表の村上さんは「この交流会が、子供たちの異文化を理
解する機会になればうれしいです」と語りました。

おむすび国際交流会
▲「甘くておいしい」と大喜び

田原保育園と北条西保育所
いちご狩りで交流

5 月 15 日、田原保育園（田
原町）に隣接する橋爪貞章
さんのいちご畑で、同保育
園と北条西保育所（北条町）
の子どもたち 61 名が、いち
ご狩りで交流を深めました。
橋爪さんは「子供たちの喜
ぶ顔を見るのが楽しみで
す」と子供たちのはしゃぐ
様に目を細めて語られまし
た。

▲いちご狩りを楽しむ子供たち

▲三洋電機の佐野社長（左）と中川市長

　中川市長は6月 8日、三洋電機本社で佐野精一郎社長と面談しました。
今回、同社加西事業所（市内鎮岩町）内にハイブリッド自動車用リチウ
ムイオン電池製造の新工場建設を決定したことに対する御礼を兼ねて表
敬したものです。
　市長からは「建設工事に関する行政手続きは迅速に行うとともに、教育・
医療はじめ各種生活利便性を高めるなど、行政として最大限に対応する」
ことなどを表明しました。
　また佐野社長からは、「新工場は、海外でも需要が急拡大している環境
対応車用二次電池の世界的な生産拠点となることを目指している。技術
者や従業員が快適に暮らせるまちづくり、そして海外からのビジネス客
も安心して滞在できるホテルなどの都市基盤整備を」と要望されました。
　なお、新工場の建設は本年9月着工、来年10月竣工の予定です。

三洋電機の佐野社長と面談
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　出現が懸念されてきた新型インフルエンザが遂に現

われました。我が国のみならず世界中で騒ぎになった

この事件も、幸い意外に早く収束しつつあります。し

かし新型インフルエンザは歴史的に、半年後に起こる

第二波の方が広範で被害も大きいと言われており、準

備が必要です。そこで、今回の教訓を考えてみました。

　まず、拡大防止のための社会的規制と日常性維持の

間の相
そうこく

克が想像以上に厳しかったことが挙げられます。

病院でいえば、新型インフルエンザに密に取り組むほ

ど、他の日常診療を手薄にせざるを得ない事態が起こ

ります。医療の提供量は限られていますので、新型イ

ンフルエンザ感染による健康被害と、日常医療を受け

られない患者被害を比較して、より切実な方を優先す

べきでしょう。

　医療体制は地域ごと病院ごとに特性がありますので、

病院に或る程度の自由を認めることが必要です。今回

初めての適用となった改定感染症法は、医療現場の事

情を無視した絵に描いた餅が多々含まれていました。

　また国民には、新型ウィルスを病院に持ち込まないた

め先ず発熱相談センターに電話するよう求められまし

たが、病院職員がそう説明すると「診療拒否する気か！」

と騒ぐ方もおられました。発熱相談センターは電話が

繋がり難いという事情もあったのでしょう。一方、発

熱相談センターでは電話が鳴りっぱなしで、とても全

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

県から支給された写真のような重装備で対応を始めまし
たが、このスタイルで患者さんの細かなチェックや長時
間の診療は到底無理です。国も認めて、途中から防護衣
の基準を変更しました。

発熱外来

体のニーズに応えられるような人手は無かったとのこ

とです。

　結局、医療にしても健康行政にしても、広範な不測の

事態に対応出来る余力は持たされていなかったのです。

医療や行政は結局ヒトの力です。ヒトの補充が付かな

い現状では、新型インフルエンザの第二波に対する準

備は、何を犠牲にして何を守るかというトリアージ（症

状により、救急隊や医師等により治療の優先順位を決

定するシステム）をしっかり立てることしか無いよう

に思われます。　　　　　　　　　　　　　（	病	院長）

『新型インフルエンザの教訓』

個別乳がん検診（マンモグラフィ検査と視触診併用検診）のお知らせ

【問合先】　国保健康課☎㊷8723　※検診の詳細は健診特集号（4月広報と共に配布済）をご覧ください。

　乳がんは、早期に発見・治療することが重要なポイントとなる病気です。加西市では従来の集団検診に加え、平成 21
年度からは個別検診を新たに実施することとなりました。40 歳以上の女性の方は、2年に 1回は受診しましょう。

対 象：40 歳以上（S45.4/1 以前生まれ）の女性※注 1

受診間隔：2年に 1回
実施期間：平成 21 年 7 月～平成 22 年 2 月の月・水・木
　　　　　曜日　1日 5人定員（予約制）
検診会場：市立加西病院
料 金：3,700 円※注 2

申込方法：市立加西病院地域医療室☎㊷ 2200（代）へ直
　　　　　接お申込ください。

※注 1【対象外の方】
　平成 20 年度「集団乳がん検診」を受けられた方、妊
　娠中又は妊娠の可能性のある方、授乳中の方、ペース
　メーカー装着の方、過去に医療機関受診を勧められた方
※注 2【料金が無料となる方】
　①市民税非課税世帯の方・生活保護世帯の方（事前申
　　請必要）。検診 5日前までに印鑑をお持ちのうえ国
　　保健康課（市役所 1階⑨窓口）へ
　② 75 歳以上（S10.4/1 以前生まれ）の方

福祉医療制度の改正について

【問合先】　国保健康課国保医療担当☎㊷8721

　7月 1日より福祉医療制度が改正されます。詳しくは、広報 4月号及び 5月号に掲載しています。

　改正後、受給対象となる方には「医療費受給者証」を送付します。（母子家庭等医療・乳幼児等医療の小4～6年生を除く）
なお、改正後受給対象外となる方には「却下通知」をお送りします。また、新たに受給対象となる方には「申請案内及
び申請書」を、現在母子家庭等医療を受けておられる方には「現況届」を送付しますので、別途申請してください。

制度名 改正点
老人医療費助成制度 所得基準の見直しと低所得基準の拡大
重度障害者・高齢重度障害者医療費助成制度 所得基準及び一部負担金の見直しと低所得基準の拡大
母子家庭等医療費助成制度 一部負担金の見直しと低所得基準の拡大
乳幼児等医療費助成制度 所得基準を設け、小学校 4 ～ 6 年生の入院を助成対象とする

■第3回市立加西病院市民フォーラム開催
　市立加西病院の現状と課題について、市民の皆様方の理解を深め、協力体制を築いていくために、次のとおり第
3回病院市民フォーラムを開催します。院長の「病院の現状と課題報告」、会場の皆様方との意見交換による相互理
解を深めたいと考えますので、多数のご参加をお願いします。
　また、充実したフォーラムとするために、加西病院に対するご提言・ご意見を事前に事務局（ＦＡＸ㊷ 3460、
E-mail：	byoin@city.kasai.lg.jp）までお願いします。（会場で報告させていただく予定です。）
日時：7月 23 日（木）19:00 ～ 20:30　　場所：健康福祉会館大ホール　　問合先：病院経営推進室☎㊷ 2200

■第6回市立加西病院ホスピタルフェア開催
　市立加西病院内で下記日程によりホスピ
タルフェアを開催します。多くの方のご参
加をお待ちしております。

日　時：6月 27 日 ( 土 )　9:00 ～ 12:00
場　所：市立加西病院　1階、2階
参加費：無料
問合先：ホスピタルフェア実行委員会
　　　　（病院経営推進室内）　☎㊷ 2200

■主な催し
楽しいフラダンス：神戸Ho	aloha	Hula	Studio の皆さん
健康体操：健康増進センター　森井指導員
健康チェックコーナー：血圧、血糖、体脂肪、動脈硬化度、聴力など
医療相談コーナー：院長よろず相談、研修医ふれあい、ドック相談
体験コーナー：健康飲料試飲、心配蘇生法、腹臥位療法など
※参加された方には、もれなく抽選で景品を贈呈します。
注意事項：動脈硬化度・骨密度測定は、当日に抽選。抽選は時間毎
に行い、先着順ではありません。

■８０２０達成者表彰のお知らせ
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 運動」です。この度、8020 達成者を表彰いたします。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（S5.4/1 以前生まれ）で、自分の歯が 20 本以上残っている方。
　　　※ただし、以前に表彰を受けられた方はお申込みできません。
締切：7月 17 日（金）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合先：国保健康課☎㊷ 8723

・飲料水、緊急食品を備蓄する。
・停電に備えて懐中電灯、ラジオ、
予備の乾電池を用意する。
・地域みんなで協力して、浸水し
やすい土地では土のうを用意す
る。
・家族で避難場所や避難方法について話し合っておく。

問合先：自治参画課☎㊷ 8751

　毎年、梅雨の季節は、大雨や集中豪雨による被害が
全国各地で発生しています。
　大雨や集中豪雨はある程度事前に予測することが出
来ます。いざというときに備えて、日頃から一人ひと
りが災害を想定し、備えをしておくことが大切です。

・日頃から気象情報に注意する。
・側溝などの落葉やゴミは取り除いて排水を良くする。
・大雨時にむやみに外出しない。

はちまるにまる
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講座・イベント

市民会館からのお知らせ
シネマかさい 2009「ヤッターマン」
日時：7/5（日）
① 10:00 ～　② 14:00 ～
場所：市民会館文化ホール
入 場 料：全席自由 700 円※当日 300
円増、小学生未満無料（ただし同伴
者が必要）

チケット発売先：市民会館・地域交
流センター・各公民館ほか
問合先：市民会館☎㊸ 0160

第 3 回サマーコンサート
ハワイアンフラ＆ウクレレ
日時：7/12（日）開演 14:00 ～
場所：市民会館文化ホール
入 場 料：全席自由 500 円※当日 200
円増、70 歳以上・高校生以下無料

気軽に・身近な場所で・婚活情報にふ
れてみませんか？この機会にぜひ！
日時：6/21（日）13:00 ～ 15:30
場所：北部公民館1階　第一研修室
講師：山田ゆかりさん（オフィスま
りあーじゅ主宰）
対象：未婚の男女及びその親（その
他、婚活に興味のある方も参加可）
定員：30名※参加費無料
申込先：北部公民館☎㊺0103
（月～土曜日の 9:00 ～ 17:00）

第1回婚活セミナー
結婚相談所ってどんなところ？

加西西国霊場巡りも今回の巡拝で満
願となります。多数のご参加をお待
ちしています。
日時：7/6（月）9:00発～ 16:00帰着
集合：観光案内所前（北条町駅待合室内）
順路：妙厳寺（東剣坂）→常行院（山
下）→正禅寺（山下）→長円寺（福居）
→久学寺（上芥田）
定員：40名（バス 2台、要予約）
参加費：2,000円（バス代、諸経費）
ご朱印希望者は別途300円（各寺）
申込先：観光案内所☎&ＦＡＸ㊷8823

ふるさと再発見の旅
第7回加西西国33所  霊場めぐり

問合先：南部公民館☎㊾ 0041

■リラックス・ヨガ
日本ヨガ連盟公認イ
ンストラクターによ
る短期集中のプログ
ラムです。
日時：7/24 までの
毎週金曜日
18:30 ～ 19:30

南部公民館からのお知らせ

■「エッセイのいろは」
絵本作家のアドバイ
スのもと文字を綴
り、静かな時間を楽
しみましょう。
日時：7/14・9/8・
10/13（火）全 3 回
14:00 ～ 16:00

講師：絵本作家		尾崎美紀さん

講座内容・申込などは問合先まで

夏休み期間中の学童保育園について

【申込先】　〒675-2395（住所表記不要）加西市教育委員会自己実現サポート課☎㊷8773

　市内の小学校 1～ 3 年生までの児
童で、夏休み期間中に就労等で保護
者の保護を受けられない児童を対象
に入園児を募集します。

■夏休み期間中の入園児童募集

実施場所：北条、北条東、下里、九会、日吉、泉学童保
　　　　　育園
保育期間：7月 21 日（火）～ 8月 25 日（火）
　　　　　※土曜・日曜日及び 8月 13 日（木）・14 日（金）
　　　　　を除く
保育時間：8:30 ～ 18:00
保 育 料：7月 6,000 円、　8月 12,000 円
必要書類：学童保育園入園申請書、保育に欠ける申立書
　　　　　（勤務証明書）等
申込期限：6月 30 日（火）必着
※申込み多数の場合等、入園する園については希望にそえな
い場合があります。

　昼間、保護者のいない家庭の小学校 1～ 3年生までの
児童に対して、遊び等を通じて児童の生活指導をおこな
います。

■夏休み期間中の指導員募集

勤務場所：北条・北条東・九会・日吉学童保育園
勤務時間：原則月曜日から金曜日
　　　　　① 8:00 ～ 13:00　② 13:00 ～ 18:00
　　　　　※交代勤務となります。場合によっては勤務
　　　　　時間帯の変更もあります。
募集人員：6名程度
採用期間：7月 21 日（火）～ 8月 25 日（火）
資格要件：教員免許又は保育士資格を有する方を優先
給 与 等：1,100 円／時間　通勤手当は支給なし
申込方法：履歴書（写真添付）、資格証明書の写しを持参
　　　　　又は郵送ください。封筒に「夏期学童保育指
　　　　　導員応募」と記入のこと
申込期限：6月 29 日（月）必着

■男女共同参画推進事業 ※参加費はすべて無料（一時保育あり、3 日前まで要予約。5 名まで）

やさしい男女共同参画を学びます。
日時：7月 25 日（土）14:00 ～ 16:00
場所：アスティアかさい 3階多目的ホール
講師：栗木　剛さん

■講演会「いつも笑顔で仲間づくり」

「上手に仕事を探すには !」
応募書類の書き方や面接のポイントを学びます。
日時：7月 19 日（日）14:00 ～ 16:00
場所：アスティアかさい 3階集会室
講師：長谷川まゆみさん（社会保険労務士、ファイナ
　　　ンシャルプランナー）

■女性チャレンジ講座
日時：7月 5日（日）10:00 ～ 14:00
場所：アスティアかさい　3階
　　　多目的ホール
プログラム：
10:00～11:30　パネルトーク「ともに築こう家庭と地域」

コーディネーター：今井　一さん
パネラー：市民代表

11:30 ～ 12:00　パーソナルカラーコーディネート
　　　　　　　「あなたにあったカラーで生活をエンジョイ」

講師：中村賢一さん
10:00 ～ 15:00　交流イベント（自由参加）

市民団体・ＮＰＯ・市民参加による多
彩なイベント（食事コーナー、ミニコ
ンサート、手作り市場他）　図書館と
の連携事業（絵本読み聞かせ、子供お
茶会）

■男女共同参画フォーラム

【すべての申込・問合先】　
加西市男女共同参画センター☎㊷ 0105　ＦＡＸ㊷ 0133

広告

■かぶとむし列車運行します
家族やお友達と一緒に、夏休みの一時をかぶとむしと過ごしてみませんか。
乗車された子どもたちにかぶと虫（オス・メス各１匹）をプレゼントします。

日時：7月 25 日 ( 土 )、26 日 ( 日 )
　　　北条町駅発 9:28、10:42、11:42、12:42 の 4 列車を運転します。
募集人員・料金：400 名程度 ( 各列車 50 名程度、先着順 )・1人 800 円
持ち物：虫かご、または飼育ケースを各自ご持参ください。	
　　　　※カブトムシ（オス・メス各１匹）はお子様だけの配布となります。
申込先：北条鉄道㈱　北条町駅☎㊷ 0036

たなばた会
今月は、善防公民館の自主グループ
『ゆうゆう』さんを迎え、みんなで
一緒に遊びます。
日時：7/15（水）11:00 ～ 12:00

ねひめキッズからのお知らせ

３・４歳児さん集まれ！
日時：7/8（水）・28（火）
11:00 ～ 11:30　

＜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
お子さんの身体測定をし
ます。妊婦さんも一緒に
お話しましょう！
日時：7/21（火）
10:30 ～ 11:30

開園日時：月～土 10:00 ～ 15:00	
登録、利用料は不要です。
問合先：ねひめキッズ☎㊷ 5710

わいわいひろば
双子ちゃん、三つ子ちゃんのお母さ
ん、妊婦さん一緒にお話しましょう！
日時：7/22（水）10:30 ～ 11:30

子どものための救急法
消防署より小西優司さんを迎え、心
配蘇生法や、いざという時の対処法
などのお話があります。
日時：7/6（月）11:00 ～ 12:00

7/23（水）から、「なかよしタイム」
参加者は、着替えを持参下さい。

子どもの食事、虫歯予防、しつけな
ど、子育てに役立つ研修会。おやつ
作り、歯磨きの実技も行います。
日時：7/2( 木 )9:00 ～ 12:00
　　　7/8( 水 )9:00 ～ 11:45
場所：アスティアかさい 3 階
対 象：子育てに関心のある地域の
方、子育て中の方
参加費：無料　託児あり ( 要予約 )
申込締切：6/29（月）定員 30 名
申込先：加西市ファミリーサポート
クラブ☎㊷ 0111

託児サポーター研修会
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くらし

各種恩給制度の説明と個別相談を次
のとおり行います。
対象となる方：
①旧軍人で、実際に軍人としての在
　職期間が 3 年以上の方、又はその
　ご遺族の方
②軍人期間中に公務又は勤務関連等
　による傷病を受け、現在もこれら
　傷病による後遺症のある方
③実在職年がはっきりしない軍人期
　間のある方又はご遺族の方
※ 本 人 が 亡 く な ら れ て い る 場 合 は、
本人と生計関係にあった戸籍上の配
偶者、 未成年の子、 父母、 重度障害
で生活資料を得るみちのない成年の
子、祖父母は恩給受給権を有する可
能性があります。
日時：8/11（火）14:00 ～ 16:00
会場：姫路市市民会館第１教室
問合先：兵庫県社会援護課恩給係
☎ 078-362-3203

旧軍人等恩給説明・相談会の
開催について

平成 21年経済センサス基礎調査（統
計調査）を 7月 1 日現在で行います。
調査の実施にあたっては、6 月下旬
から 7月上旬にかけて調査員がお伺
いします。
なお、調査票に記入していただいた
内容については、統計法に基づき秘
密が厳守されますので、正確な記入
をお願いします。
問合先：総務課㊷ 8702

すべての企業・事業所の皆様へ
統計調査に御協力ください

対象：市内に住所がある生活保護家
庭、もしくは、それに準じる家庭で
高校生の学資の支払いが困難な方
（人数の制限があります）

支給額：月額 5,000 円
申込期限：6/29（月）まで
申込先：学校教育課☎㊷ 8771

学資困難な高校生へ奨学金を
支給します

日時：7/12（日）（雨天決行）
行程：市役所（6：30 発）→発心門
王子→約 4時間ウォーキング（昼食）
→熊野本宮→市役所（20：30 頃着）
参加費：大人 1 名 7,000 円、小学生
以下 1 名 4,000 円
主催：加西市生涯スポーツ協会
申込方法：〒 675-2454 加西市下道山
町 206-1 高田辰夫宛に往復ハガキで。
申込締切：6/30（火）まで
募集人数：50 名（先着順）
問合先：生涯スポーツ協会理事長
釜坂和正☎㊹ 1761（20:00 まで）

語り部と歩く熊野古道

日時：7/12（日）9:00 ～
会場：加西勤労者体育センター
主催：加西市卓球協会
種目：男女個人戦（シングルス一部、
二部、三部、四部）参加人数により
変更あり。ラージボール卓球の部
試合方法：予選リーグを行い勝率に
より各部を決定。各部においてトー
ナメント戦を行う。
参加資格：市内に住居、勤務、通学
するもの及び協会が認めたもの
参加費：一般（個人戦 300 円）、学
生（個人戦 100 円）
申込締切：7/3（金）必着
申込方法：参加申込書を〒 675-2461
加西市殿原町 906-1 加西市卓球協会
大野隆司宛へ
問合先：加西市卓球協会　大野隆司
☎㊹ 0662

第35回加西市卓球選手権大会

計量法の規定に基づく加西市区域の
はかりの定期検査を実施します。は
かりを取引又は証明のために使用さ
れている方はもれなく受検下さい。
検査期間：7/14（火）～ 31（金）
土・日曜、祝日を除く。
検査場所：計量器を使用している店
舗、事業所等へ訪問検査します。
その他：トラックスケール等の大型
はかりは、この検査実施期日とは別
の期日を個々の受検者に通知します｡
問合先：社団法人兵庫県計量協会
☎ 078-361-8070

特定計量器（はかり）の
定期検査について

農薬の適正使用や適切な防除を推進
するため講習会を開催します。
申込等は不要、直接会場へ。
日時：6/26（金）13:30 ～ 15:35
場所：やしろ国際学習塾　ホール
問合先：加東農林振興事務所農政振
興課☎ 0795-42-6924

平成21年度農薬安全使用技術
講習会の開催について

手作りの布小物、かぎ針編、フェル
トなどがずらりと並びます。
日時：6/28（日）10:00 ～ 16:30
場所：アスティアかさい 3 階
主催：地域交流センター登録団体
Cache	cache	-	coucou!
問合先：地域交流センター☎㊷ 0106

手作り雑貨展

『加西市史』第九巻の発刊を記念して、市史執筆者の山崎善弘先生を招き、『加
西市史』講演会を開催します。講演会では、播磨の村々をつなぐ広域ネット
ワークと、そこで決められた様々な取り決めから、人々の暮らしを考えます。
演題：「播磨国集会と地域社会　～近世後期の村連合と加西～」
講師：加西市史近世史執筆委員		山崎善弘先生（関西大学文学部非常勤講師）
日時：6/27（土）13:30 ～ 15:30　開場 13:00
会場：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：300 円
※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☎㊸ 0161

県内の民謡や忘れている唄を掘り
起こし、地域にいつまでも伝えてい
くことを目的に開催します。優勝者
には平成 22 年度 NHK ホールで開催
される、「日本民謡フェスティバル
2010」への出場を推薦。
日時：6/21（日）10:00 開演
場所：健康福祉会館※入場無料
主催：兵庫県伝承民俗芸能文化協会
問合先：兵庫県民謡・名人戦実行委
員会☎ 0795-72-1247

第18回兵庫県民謡・名人戦
（全国大会）

児童手当を受給されている方の手当
（2～ 5月分）を、6/10（水）に指定
口座に振込みました。ご確認ください。
現況届について：児童手当を受給さ
れている方が、引続き手当てを受給
できる要件があるかどうかを確認す
るため、毎年 6月に「現況届」を提
出していただいております。6月初
旬に届出用紙を郵送していますので、
届出がまだの方はご提出ください。
この届出がない場合、6 月以降の手
当が受給できなくなる場合がありま
す。ご注意ください。
問合先：こども未来課☎㊷ 8726

児童手当6月期振込のお知らせ

対象者：公務扶助料や遺族年金等を
受けていた方が、平成17年4月1日
から平成21年3月31日の間に亡くな
るなどし、平成21年4月1日におい
て公務扶助料や遺族年金等の受給権
者がいない場合に、次の順番による
先順位のご遺族お一人が対象。
①平成21年4月1日までに戦傷病者
　戦没者遺族等援護法による弔慰金
　の受給権を取得した方
②戦没者等の子
③戦没者等の⑴父母、⑵孫、⑶祖父
　母、⑷兄弟姉妹
※戦没者等と生計関係を有していた方
のうち、 平成21年4月1日において婚
姻していたとしても氏が変わっていな
い方又は同日において遺族以外の方と
養子縁組をしていない方に限る。
④上記③以外の戦没者等の⑴父母、
　⑵孫、⑶祖父母、⑷兄弟姉妹
※戦没者と生計関係を有していない
方や戦没者等と生計関係を有してい
たが上記③に該当しない方
⑤上記①から④以外の戦没者等の三
　親等内の親族
※戦没者の死亡まで引き続く１年以
上の生計関係を有していた方に限る。
支給内容：額面24万円、6年償還の
記名国債
請 求 期 間：平成21年4月1日から平
成24年4月2日まで
※請求期間を過ぎると時効により権
利が消滅し特別弔慰金を受けること
ができなくなります。ご注意下さい。
請求先：社会福祉課☎㊷7520

戦没者等のご遺族の皆様へ
第九回特別弔慰金が
支給されます

在宅保育中のお母さん・お子さんのリ
フレッシュと各保育所を知っていただ
くため、園庭開放を行います。
日時・場所：10:00 ～ 11:30
6/23（火）北条南保育所
6/24（水）別府幼児園
6/25（木）宇仁幼児園
6/25（木）賀茂幼児園
7/14（火）日吉保育園
7/15（水）北条西保育所
7/17（金）九会保育園
7/23（木）泉第一保育所
7/24（金）泉第三保育所
8/11（火）田原保育園
費用：傷害保険料 1 人 50 円
申込先：こども未来課☎㊷ 8726

保育所であそぼう参加者募集

会場及び日時：10:00 ～ 13:00
中央公民館 7/21（火）
北部公民館 7/23（木）、7/24（金）
南部公民館 8/3（月）、8/7（金）		
善防公民館 7/22（水）、7/27（月）
対象者：原則小学校 4 ～ 6 年生
募集人数：1日1会場につき20名（応
募者多数の場合は抽選）
会費：500 円※当日集金
申 込 方 法：各校配布の
用紙に希望日を記入し
各学校へ6/22（月）まで、
若しくは教育総務課へ
6/23（火）までに申込んでください。
問合先：教育総務課☎㊷ 8770

こども料理教室生募集

加西市社会福祉協
議会では、地域に
根ざしたふれあい
活動の推進と安心
して暮らせる福祉
サービスの充実に努め、さまざまな
事業や啓発活動を実施しており、善
意の預託金は、次の事業に活用しま
す。
■支え合う福祉のまちづくり推進事業
・はつらつ委員会	
・いきいき委員会
・ふれあいいきいきサロン
■ボランティア育成や活動事業
・ボランティア推進事業
・ボランティア協力校への支援
・ボランティアグループ活動支援
■心配ごと相談事業
・法律相談	・心配ごと相談
皆さまからの、あたたかいご協力を
お待ちしています。
問合先：社会福祉協議会☎㊷ 8888

みんなの善意で明るい社会
6月は善意月間です

今回は、中世の幕開けにして武士の
台頭のきっかけとなった院政と平氏
政権、またこれら政権と播磨国の関
わりについて解説します。
日時：6/20（土 )13:30 ～ 15:00
会場：アスティアかさい３階集会室
募集人員：会場にて先着 60 名
参加費：200 円※加西市史購入者は無料
問合先：市史・文化財室分室
☎㊸ 0161

第6回　加西市史を読む会
中世2  院政・平氏政権と播磨国支配
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■人権相談　 13:30 ～ 15:30  
　7/7（火）　市民会館（☎㊷8727）
■行政相談　 13:30 ～ 15:30   
　7/7（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☎0795㊷0201
■心配ごと・法律相談・身体障害者福祉相談　 9:00 ～ 11:00  
　6/25（木）　健康福祉会館（☎㊸0303）※法律相談は受付10名まで
■心配ごと相談・身体障害者福祉相談　 13:30 ～ 16:00  
    7/9（木）　健康福祉会館 （☎㊸0303）
■市民相談　 8:30 ～ 17:00  
　月～金曜日　アスティアかさい3階市民相談室（☎㊷8739）
■消費者相談　 8:30 ～ 17:00  
　月火木金　アスティアかさい3階市民相談室（☎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）　 8:30 ～ 17:15  
　月～金曜日　市役所  こども未来課（☎㊷8726）
■スマイル健康相談 　 13:00 ～ 14:00  
　毎週水曜日　健康増進センター（☎㊷3621）要予約
■すくすく子育て相談　 8:30 ～ 17:00  
　月～金曜日　市役所  国保健康課   （☎㊷8723  ＦＡＸ㊷7521）
■NPO設立相談　 9:00 ～ 17:00  
　随時　地域交流センター　（☎㊷0106）要予約
■ボランティア相談　 13:30 ～ 15:30  
　7/2（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）
■エイズ・肝炎ウィルス検査・相談　 13:30 ～ 14:30  
　6/15・7/6（月）　社健康福祉事務所　（予約制、匿名、原則無料）
　社健康福祉事務所健康増進課（☎0795㊷9365）
■税理士による無料税務相談　 13:00 ～ 16:00  
　6/18・7/2（木）　市役所5階小会議室
　近畿税理士会社支部（☎㊾1897）
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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
　　　		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☎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。

相　談
　　　		は受付時間です

お  く  や  み

6月21日（日）	 佐 竹 医 院	 （北条町☎㊷4057）
6月28日（日）	 あ さ じ 医 院	 （若井町☎㊹0225）
7月 5日（日）	 米 田 病 院	 （尾崎町☎㊽3591）
7月12日（日）	 横 田 内 科 医 院	 （北条町☎㊷5715）
7月19日（日）	 大 杉 内 科 医 院	 （別府町☎㊼0023）
7月20日（月）	 坂 部 整 形 外 科	 （北条町☎㊸1444）

休日のお医者さん

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）で確認することもできます。

広告

常峰　治 78 常峰健二 小印南町
田中幸子 79 田中修一 上宮木町
志方　曻 68 志方孝行 朝妻町
松田利國 79 松田裕臣 中西町
村上　仁 68 村上英樹 北町
後藤初男 81 後藤一郎 倉谷町
高井ハルヱ 88 高井正子 大村町
西岡ひさの 95 西岡宗一 三口町
金川くに子 78 金川光一 別所町
高橋　登 61 高橋礼子 佐谷町
松本　桂 87 松本ゑみ子 山下町
高田まさこ 88 高田邦章 下道山町
西村春雄 80 西村義則 繁昌町
髙瀬まさの 99 髙瀬初江 北条町御幸町
西面健一 88 西面和博 別府町甲
柏木一也 53 柏木聡一郎 北条町古坂
杉浦弘純 74 杉浦　真 西上野町
山本トキ 92 山本鉄士 鶉野町
佐伯さよ子 74 佐伯大一 西笠原町
大西美代子 82 大西忠美 北条町西高室
奥本正信 74 奥本文清 朝妻町
佐伯俊一 77 佐伯仁志 西笠原町
伊藤　縫 98 伊藤　實 野上町
櫻井　久 81 櫻井新一 倉谷町
柿本重子 78 柿本　修 田原町
藤原吉典 76 藤原充男 満久町
和田　清 81 和田隆葊 若井町
衣笠きくの 86 衣笠茂樹 大村町
玉田澄子 86 玉田敏明 北条町笠屋
櫻井せつ子 69 櫻井政弘 倉谷町
古⻆重喜 81 古⻆　哲 西横田町
高田カズエ 80 高田健吾 網引町
岡本あさ子 80 岡本　剛 大内町
森脇正次 94 森脇　進 佐谷町
福嶋良一 67 福嶋美知子 中富町
甲　歳一 88 甲　壽美 東横田町
松本新一 82 松本正明 山下町
澤田秀男 85 澤田公和 山下町
藤井八重子 85 藤井今日子 田原町
山本ふじ江 94 山本磯八 野田町
小林春雄 93 小林良子 栄町

納 期 内 完 納 に ご 協 力 を
お 願 い し ま す
平成 21 年度市県民税（普通徴収）全・
1 期の納期限は

　　　　　　　　　　　　　　です

募　集
市民の皆さんの出
場を歓迎します。
ふるってご応募下
さい。
日時：11/3（火・祝）13:30 ～
場所：市民会館　文化ホール
内容：歌（独唱、合唱）、器楽
演奏時間：歌 8 分、器楽 10 分以内
参加資格：個人又は団体（団体は構
成員の半数以上が市内に在住又は勤
務のこと）
参加費：個人 5,000 円、
団体 10,000 円、学生は無料
締切：7/15（水）
申込先：自己実現サポート課
☎㊷ 8775

加西市民音楽祭参加者募集

私たちは、どれだけ多くの人の思い
やりや優しさにつつまれて成長して
きたのでしょう。
子どもを想い、親を想い、そしてふ
るさとを想う『愛』のメッセージを
綴ってみませんか？
応募規定：
①ハガキ（手紙）、FAX、e-mail で
　応募してください。
②字数は 600 字以内。ジャンル、　
　形式は問いません。
③応募点数制限なし。
④次の記入事項を必ず記載してくだ
　さい。氏名・匿名の有無・電話番
　号・住所・年齢・男女の別・題名・
　誰にあてたか
⑤応募作品は返却しません。また、
　作品は加西市に帰属します。
⑥冊子等で作品発表の際、一部修正
　することもあります。
応募期限：H22.1/20（水）まで
発表：H22.5　入賞者に通知します
表彰：H22.8 下旬予定
応募先：市民福祉部人権推進課
「愛の詩」係　☎㊷ 8727				ＦＡＸ㊸ 1380
e-mail		jinken@city.kasai.lg.jp

第11回「愛の詩」募集

兵庫県と㈶兵庫県人権啓発協会で
は、人権の大切さや思いやり、支え
合うことの素晴らしさなど、人権文
化の創造や人権課題の解決に関する
内容が描かれた文芸作品を募集して
います。ふるってご応募下さい。
募集作品：小説、詩、随想（手記・
作文）、創作童話、インターネット
上を含む未発表・未投稿の自作作品
に限る。字数制限あり。
応募資格：県内在住、在学、在勤の
方
応募締切：9/30 まで
問合先：㈶兵庫県人権啓発協会
☎ 078-242-5355

人権問題文芸作品
「のじぎく文芸賞」募集

加西市社会福祉協議会
では、9 月の敬老月間
記念行事として、市内
在住の高齢者夫婦を対
象に記念撮影を行いま
す。後日、記念写真は
額に入れて贈呈いたし
ます。ご希望の方は下記までお申込
下さい。
日時：8/19（水）～ 21（金）
※撮影日は 3 日間のいずれかの 1 日
で す。 撮 影 の 日 程 に つ き ま し て は、
ご要望にお応えしかねますのでご了
承ください。
対 象 者：今年夫婦の数え年の合計
159 歳又は 160 歳
※誕生月は関係ありません。
※過去に撮影された方は対象外です。
撮影：栄光社	宮本久雄氏（ボラン
ティア）
撮影料：無料
申込期限：7/21（火）まで
協力団体：加西市老人クラブ連合会
※既に上記の会を通じて申し込みさ
れている方は、重複しますので申し
込みの必要はありません。
申込先：加西市社会福祉協議会
☎㊸ 8133　ＦＡＸ㊷ 6658

高齢者夫婦記念撮影
希望者受付中

   6 月 30 日（火）
問合先：税務課税制担当☎㊷ 8712

敬称略。5月1日～ 31日掲載希望届出分

死亡者 年齢 喪主 町名

■2か月児（先天性股関節脱臼）健診	
6/22（月）					13:00 ～ 13:45
H21.	4月生まれの乳児　
■4か月児健診		7/7（火）13:00 ～ 13:45
H21.	2月生まれの乳児
■1歳6か月健診		7/14（火）
	13:00 ～ 13:45	H20.	1月生まれの幼児
■2歳児教室　6/24（水）	
13:00 ～ 13:15、14:00 ～ 14:15		
H19.	6月生まれの幼児
■3歳児健診	7/21（火）			13:00 ～ 13:45	
H18.	5月生まれの幼児　
■乳幼児保健相談			7/30（木）　
	13:00 ～ 13:30				希望者　　
■離乳食講習会( 予約制)		7/23（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。
■パパママ教室パート1（予約制）		
7/2（木）	13:00 ～ 13:30		
妊娠5 ヶ月以降のママとパパ	



■パフォーマー大募集
　たくさんの花や水辺に囲まれた園内で、自分を表現
してみませんか。
　「おどり」は勿論、コーラ
ス、漫才、楽器演奏など、
パフォーマンスなら何でも
OK。皆さんの参加をお持ち
しております。

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
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加西の新しい夏祭り

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は、下記までお問い合わせ下さい。
昨年度から始まったふるさと納税制度ですが、本年 5月末現在、全国
45 名の方から合計 810 万 5千円のご寄付をいただきました。

問合先  経営戦略室☎ 0790 ㊷ 8700

ふるさと納税は加西市に

5/20、加西市東剣坂町出身で神戸市在住の柏原富美子さん（中）と
長男の良行さん（左）から、各々 100 万円のご寄付をいただきまし
た。ありがとうございました。

　加西の新しい夏祭りの名称は、150 通を超える応募の中から実行委員会で審査し、春岡秀平
さん（池上町）と深田照明さん（下宮木町）の応募名称をアレンジして、次の通り決定しました。

【問合先】　ふるさと営業課　☎㊷8740　※詳細情報は、随時市ホームページに掲載しますのでご覧下さい。

■かさいサイサイまつりが新たな名前で生まれ変わります

イベント会場（案）

■主な催し（案）
熱気球フライト体験、バルーンショー、おがくず粘土で作る五百羅漢、パフォーマンス、物産展・バザー、エコカー乗車体験、
イルミネーション・キャンドル花壇、花火（3,000 発）

　今年の夏祭りは、フラワーセンターの資源を最大限に活か
し、子どもから大人まで皆が楽しめるプログラムを検討して
います。また、祭りのテーマは、「環境」「地域資源の活用」「市
民参画」です。

■新会場ならではのプログラムを検討中

開催日時：8月 2日（日）15:00 ～ 21:00
　　　　　（一部催しは、時間が変わることがあります。）

　　　　　※雨天の場合は 8月 9日（日）に延期
開催場所：兵庫県立フラワーセンター
入 園 料：無料

持ち時間：1チーム（1人）5分以内
参 加 料：協力金として 1人 500 円
会 場：大温室前他を予定
申込締切：7月 3日（金）17:00 まで
応募方法：所定の申込用紙（市役所、公民館、地域交流
センター、市ホームページに設置）に必要事項を記入の上、
ハガキ、FAX、メールにて次まで応募してください。
〒 675-2395 加西市役所ふるさと営業課
☎㊷ 8740　ＦＡＸ㊸ 1802　E-mail　furusato@city.kasai.lg.jp

新会場はフラワーセンター

昨年のパフォーマンス

『かさい  夏っ彩  夢フェスタ ２００９』
かっさい

花火打ち上げゾーンイルミネーション・キャンドル花壇ゾーン

物産展・バザーゾーン

エコイベントゾーン


