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　加西市では、学童保育園を開設し、放課後や長期休業中に家庭や地域で保育を受けることが
できない児童に対し、主として遊びを通じて健全育成するための保育事業を行っています。
　申請書類は、市役所 6階教育委員会自己実現サポート課と各学童保育園でお渡ししていま
すので、来年度に入園を希望される方は、次のとおり手続きをしてください。
　なお、入園希望者が 10 人に満たない場合は、市条例の規定により休園となりますのでご了
承ください。また、現在未開設の小学校も、希望者が 10 人以上で諸条件が整えば開設します
のでご相談ください。

■学童保育園概要

学童保育実施園
・北条学童保育園　　（北条小学校内）　　　・北条東学童保育園　（北条東小学校内）
・下里学童保育園　　（下里小学校内）　　　・九会学童保育園　　（九会小学校内）
・日吉学童保育園　　（日吉小学校内）　　　・泉学童保育園　　　（泉小学校内）

入園資格
市内の小学校 1～ 3年生までに在学し、就労等で保育が可能な同居成人がいない児童
※申し込み多数の場合等、受け入れできない場合があります

申込期限 12 月 1 日（火）から 15 日（火）まで。教育委員会自己実現サポート課へ

必要書類

・学童保育園入園申請書
・児童の状況確認票
・保育に欠ける申立書（勤務証明書等）
※申請書等は市ホームページからダウンロードできます。

保育料
児童 1人につき 6,000 円／月額
（※ 8月分のみ児童 1人につき 12,000 円／月額）

保育時間　
授業のある日：授業終了後～ 18:00（月曜日～金曜日）
長期休業など：8:00 ～ 18:00（土日祝日を除く）

平成22年度　学童保育園入園のご案内

【問合先】　教育委員会自己実現サポート課　☎428773

■洋画 
　市長賞　　　　　佃　良一　 （大阪府）
　議長賞　　　　　立谷知代　 （姫路市）
　教育委員会賞　　荻野敦子　 （三田市）
　文化連盟会長賞　西尾晴香　 （市川町）
　美術家協会長賞　山中幹雄　 （姫路市）

■版画 
　市長賞　　　　　十倉郁江　 （神戸市）
　議長賞　　　　　西川彰一　 （加古川市）
　教育委員会賞　　山﨑忠厚　 （西宮市）
　文化連盟会長賞　岡　哲也　 （加西市）
　美術家協会長賞　六車幸紀 （宝塚市）

■写真 
　市長賞　　　　　萩原徳宏　 （姫路市）
　議長賞　　　　　青木正豊　 （明石市）
　教育委員会賞　　酒井八朗　 （篠山市）
　文化連盟会長賞　今川楨子　 （たつの市）
　美術家協会長賞　岸田　緑　 （加古川市）

■日本画 
　市長賞　　　　　皆川憲子　 （姫路市）
　議長賞　　　　　石原和代　 （太子町）
　教育委員会賞　　石井陽子　 （太子町）
　文化連盟会長賞　青木美智子 （加西市）
　美術家協会長賞　塩見　秀　 （加西市）

■書道 
　市長賞　　　　　新宮善一 （宍粟市）
　議長賞　　　　　岡本　恵 （西脇市）
　教育委員会賞　　谷川りゆ子 （加古川市）
　文化連盟会長賞　川崎知香　 （神戸市）
　美術家協会長賞　石井奈津江 （加東市）

■水墨画 
　市長賞　　　　　下野公子　 （芦屋市）
　議長賞　　　　　清水春代　 （姫路市）
　教育委員会賞　　中西綾子　 （加西市）
　文化連盟会長賞　村上寿枝　 （加西市）
　美術家協会長賞　宮本保子　 （稲美町）

■彫塑・工芸 
　市長賞　　　　　辰巳清三　 （姫路市）
　議長賞　　　　　浮津崇之　 （姫路市）
　教育委員会賞　　鈴木みゆき （福崎町）
　文化連盟会長賞　今住政盛　 （姫路市）
　美術家協会長賞　中西久子　 （明石市）

美術公募展
日時：11/18（水）～ 22（日）
10:00 ～ 17:00（最終日16:00）
場所：市民会館、ホワイエ、コミ
セン
内容：洋画・日本画・水墨画・版
画・書道・彫塑工芸・写真の入賞・
入選作品を展示します。

　第 43 回美術公募展入賞は次の皆さん（出品作品総数 7部門 429 点）。作品は公募展で展示します。

加西市文化祭「美術公募展」入賞者

【問合先】　教育委員会自己実現サポート課　☎428773

■第 42回市民柔道大会
個人戦　小学生低学年　　　福谷　聡
　　　　小学生中学年　　　福谷　翼
　　　　小学生高学年　　　松井海斗
　　　　中学生　　　　　　杉尾大地
　　　　一般女子　　　　　見上絢美
　　　　一般男子　　　　　小林勝成

■第 35回市民剣道大会
個人戦　小学生 1・2年 是常和紀　（北条少年剣修会）
　　　　小学生 3年 須藤佳々奈 （北条少年剣修会）
　　　　小学生高学年女子 小塩真央　（加西スポーツ少年団）
　　　　小学生 4年男子 千石岳司　（北条少年剣修会）
　　　　小学生 5年男子 水田和成　（加西スポーツ少年団）
　　　　小学生 6年男子 加藤裕介　（北条少年剣修会）
　　　　中学生 1年男子 橋爪　誠　（加西中）
　　　　中学生 1年女子 荒木七海 （泉中）
　　　　中学生 2・3年男子 吉田和矢　（泉中）
　　　　中学生 2・3年女子 達可文子　（泉中）
団体戦　中学生男子 泉中Ａ
　　　　中学生女子 加西中

■第 33回少林寺拳法演武大会
組演武　少年の部　低学年　岩本尚磨　・橋本　陽
　　　　　　　　　中学年　長谷川拓未・長谷川蓮
　　　　　　　　　高学年　塩河胡桃　・岩本拓磨
　　　　一般の部　　　　　塚原　誠　・山下佳翁
乱捕　　少年の部　　　　　岩本拓磨
　　　　一般の部　　　　　塚原　誠

■第 39回町対抗バレーボール大会
男子　一部　横尾 A　二部　上若井　三部　市村 C
女子　一部　栗田 　二部　大村　　三部　中富

■第 16回市長杯地区対抗ゲートボール大会
富合チーム

■第 25回加西市ジュニアバレーボール大会
西在田少女バレーボールクラブ

■第 40回市民空手道大会
型競技　　
幼年　　　　松本夢桜
小学低学年　北原結友
小学高学年　村上彩月
中学　　　　吉岡寛斗
一般　　　　東郷護靖

組手競技　
幼年　　　　植村　碧
小学低学年　北原結友
小学高学年　前田空渡
中学　　　　吉岡寛斗
一般　　　　大垣隆一

■第 20回市長杯グラウンド・ゴルフ大会
男子の部　石井　勝　女子の部　青山みどり

■第 43回市民ソフトテニス大会
一般男子　　　佐藤宏樹・東郷　崇（ドリーム）
一般女子　　　藤川　萌・藤川　愛（北条高校）

■第 34回　市民バドミントン大会
男子ダブルス　　一部　稲田泰大　・松居利和
　　　　　　　　二部　福永良三　・長濱　洋
　　　　　　　　三部　井上具隆　・西田正幸
男子シングルス　一部　松居利和
　　　　　　　　二部　河田裕之
　　　　　　　　三部　谷口寿人
女子ダブルス　　一部　柴田裕子 ・畠中加奈子
　　　　　　　　二部　永井えりこ・児玉和子
女子シングルス　一部　畠中加奈子
　　　　　　　　二部　岡本千枝

■第 27回市民硬式テニス大会
男子ダブルス　　　宇仁菅　崇・藤本佳明
女子ダブルス　　　山田千鶴　・友井律子
ミックスダブルス　山田智博　・山田千鶴

■第 31回市長杯少年野球大会
泉少年野球クラブ

■第 40回親善サッカー大会
一般　F-4　　中学　加西中　　少年　善防 Fc-A

■第 43回市民卓球大会
ダブルス　　　　　宮長・大野　（暁クラブ）
シングルス　一部　田居修一　　（暁クラブ）
　　　　　　二部　大豊亮介　　（西脇工）
　　　　　　三部　安田英揮　　（加西市役所）
　　　　　　四部　笹倉史登　　（播農高）

■第 7回親善バスケットボール大会
小学生の部　　　高学年男子　サンデーモンブランズ北条
　　　　　　　　高学年女子　CHALLENGER 九会
　　　　　　　　低学年　　　西在田ドリーム
高校・一般の部　男子　　　　TRUSSARDI
　　　　　　　　女子　　　　ネバギバ 11

■第 6回市民マウンテンボール大会
高田陽子

第42回加西市体育大会　各種目の大会優勝者は次の皆さん

【問合先】　教育委員会自己実現サポート課　☎428775

■体育協会スポーツ賞受賞者の皆さん　
■スポーツ功労賞
　柏原信也 （北条町）　　加西市体育協会理事長、副会長、会長として、協会の発展に大きく寄与。
　能瀬輝久 （北条町）　　軟式野球協会入会以来半世紀に渡りその運営に携わり、また、審判員の若手育成にも貢献。
　田中正美 （東剣坂町）　ソフトテニス協会会長として、協会の発展に大きく寄与。
■スポーツ功績賞
　北条中学校男子駅伝チーム　 第 57 回兵庫県中学校男子駅伝競走大会第 1位　1°00′46″(19.2km)　他
　三宅奈緒香（甲南大 1年）　　 第 62 回兵庫県郡都市対抗陸上競技大会 女子 100 ｍ 第 1 位 12”29
　志方文典 （西脇工高 3年）　 第 62 回全国高等学校陸上競技選手権大会近畿地区予選会 5,000 ｍ 第 1 位 14’25″
■スポーツ優秀指導者賞
　稲岡　進 （三口町）　　中学校陸上競技部で優秀選手を数多く育て、また北条中学校を全国駅伝競走大会出場に導く。

■第 10回市民バウンドテニス大会
ラリー戦　　　　がんばろう会
団体戦　　一部　レインボーブルー
　　　　　二部　レインボーピンク


