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コスモス（油谷町にて中川市長撮影） 表紙の写真（市内の美しい花や風景など）を募集しています。
詳しくは経営戦略室までお問い合わせください。
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地域主導の住民バス「はっぴーバス」が運行します
　これまで、西在田地区等で運行してきたコミュニティバスは、市が運営を行い、運行業務を神姫バスに委託するもので
した。しかし、近年利用者の減少が著しいことから、この地域の NPO 等が地域住民と連携し、これまでにないきめ細や
かな運行計画を立案、その運行を地域の事業者が行い、市が一定の助成をする「住民バス事業」の導入を検討しています。
　地域住民が主体的にバス運行事業に関わり、地域のマイバス意識を高めることで利用促進が期待でき、持続的なバス
運行を確立させることを目的とするもので、今後、この事業を公・民・地域の三者が連携する新たなモデルとして確立
させ、市内他地域にも導入していきたいと考えています。
　12 月 3 日開催予定の加西市公共交通活性化協議会での協議、近畿運輸局等の手続きを経た上で、来年 2 月 1 日の運行
開始を目指しています。

【問合先】　経営戦略室☎㊷8700　℻㊸1800　keiei@city.kasai.lg.jp

■西在田地区の「住民バス事業」の担い手予定者／事業運営：NPO 法人原始人の会（上万願寺町）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バス運行：加西親栄自動車㈲（大内町）

市有地等を活用したホテル建設についての関心表明を募集
　近年、ビジネスや観光などで加西市への来訪者が増えていますが、現在市内にはホテルがなく、地元経済界などから
もホテル誘致への強い要望をいただいております。
　今回、加西市内でのホテル立地の可能性やニーズなどを把握し、事業化スキームを検討するため、ホテル経営（所有・
運営など）に関心のある民間事業者との間で、競争的対話（個別ヒアリング）を実施することになりました。
　つきましては、下記の通り関心表明を募集しますので、奮ってご応募ください。なお、関心表明のあった民間事業者
から順次、競争的対話を実施します。また、ここで言うホテルとは、シティホテル、ビジネスホテル、リゾートホテル
を指します。

【問合先】　経営戦略室☎㊷8700　℻㊸1800　keiei@city.kasai.lg.jp

介護保険施設の整備にかかる関心表明を募集

【問合先】　長寿介護課☎㊷8788　℻㊷8955　kaigo@city.kasai.lg.jp

　高齢化と要介護認定者の増加が進展する中、加西市では、高まる介護ニーズに対応するため、第 4 期介護保険事業計
画を検証しつつ、第 5 期の計画策定に向け、介護保険施設の整備について検討を進めています。
　つきましては、市内での介護保険施設の整備・運営について、参入意向や関心のある事業者の状況を把握するため、
下記の通り、関心表明を募り、ヒアリングを実施します。
　なお、本件は事業者を決定するための公募ではなく、あくまで民間事業者の事業化意向を把握するためのヒアリングです。

■応募資格／加西市高齢者福祉計画・介護保険事業計画に賛同し、本計画の推進に協力できる法人・団体等
　　　　　　高齢者福祉について、熱意と高い見識を有する法人・団体等
　　　　　　施設の建設及び運営に関し、強い熱意と十分な資力を有する法人・団体等
■募集期間／ 12 月 15 日（水）まで
■ヒアリング／応募を受け付けた順に、順次実施します。

※関心表明申出書は、市ホームページでダウンロード出来ます。

■競争的対話でお聞きする事項
・ホテルの立地可能性とマーケットニーズ分析
・市有地（数ヵ所）などを含む計画地のポートフォリオ
・考えられる事業形態、進出するための条件
・ホテルの規模（客室数、一室面積、STW 比率など）
・開業時期、概算投資額など

■募集期間／平成 23 年 1 月 13 日（木）まで

※その他詳細については市ホームページをご覧下さい。

■応募資格
・自らのリスクでホテルを所有し経営する者
・ホテル施設（土地建物）を借りてホテルを経営する者
・施設を所有せずホテル経営もしないが、ホテル運営を

受託する者
・ホテルの建設またはファイナンスをアレンジでき、新

規開業までのコーディネートができる者
・ホテル建設に適した土地または建物を現に加西市内で

所有し、その活用または処分を考えている者

ふるさと納税は加西市に
　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、ふるさと納税（ご寄付）をお願いします。
　「ふるさと納税制度」（ご寄付）は、出身地や応援したい自治体に寄付する場合、居住する自治体に納める住民税を軽
減するもので、納税者が税金の納付先を選択できる制度です。ふるさと納税を本年中にされた場合、平成 22 年分所得税・
23 年度住民税の控除対象となります。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。

【問合先】　財政課財政担当☎㊷8710　℻㊷1586　zaisei@city.kasai.lg.jp

■ふるさと納税の受け入れ状況
　加西市は今年度 10 月末現在で 601 万円（30 名）のご寄付を
いただいています。またふるさと納税を開始した平成 20 年度か
ら合計すると 2,787 万 5 千円（124 名）になります。
　皆様からいただいた寄付金は、順次予算計上し、全国に誇れ
る魅力あるまちづくりに活用させていただきます。

■年度別ふるさと納税受け入れ状況
寄付年 寄付者数 寄付金額

平成 20 年度 40 名 5,795,000 円
平成 21 年度 54 名 16,070,000 円
平成 22 年度（4 ～ 10 月） 30 名 6,010,000 円

合計 124 名 27,875,000 円

■ふるさと納税の特典はカタログからお選びいただけます

季節に応じた加西産品をお送りする「ふるさと納税カタログ」

　加西市では一定額以上をご寄付いただいた方に、季節に応じ
てまたは、一年を通して加西の産品をお送りしています。
　イチゴやハチミツをはじめ、地酒、お菓子、花、食事券等々、
加西市が自慢できる逸品、市内事業者から提供希望のあった品々
など、選りすぐりの 60 点以上を掲載した「ふるさと納税カタログ」
の中からご希望のふるさと産品を選んでいただきます。

■カタログ掲載例
■ふるさと産品（例）
　春／イチゴ、ハウストマト、春の野菜セットなど
　夏／ぶどう、スイートコーン、じゃがいもなど
　秋／有機減農薬栽培米セット、黒豆の枝豆、夏の野菜セットなど
　冬／加西ワイン、地酒、旬の野菜セットなど
　通年／加西産ハチミツ、加西銘菓詰め合わせ、手打ちうどんなど
■ 50 万円以上の高額納税者用
　プラズマイオン発生機、ファンヒーター、ゴパン、ぼたん鍋セット、
　和会席お食事券（ペア）、ゴルフプレー券（ペア）など
■特別メニュー
　「市立加西病院」の人間ドック利用、「加西球場」の 1 日貸切、
　「北条節句まつり」の屋台かつぎ、「北条鉄道」の車両 1 日貸切、
　「ぶどう」の木のオーナー、乗馬レッスンなど

市長による市政報告会を開催

【問合先】　経営戦略室☎㊷8700　℻㊸1800　keiei@city.kasai.lg.jp

　中川暢三市長が、ドイツの環境先進都市を視察した結果や当面する政策課題について市民の皆様にご報告いたします。
■日時／ 11 月 25 日（木）19:00 ～ 20:30　　　　■場所／アスティアかさい 3 階多目的ホール

■平成22年秋の叙勲 　加西市からは 2 名が受賞されました。

瑞宝双光章
（元公立中学校長） 繁田巳史さん（78）

旭日大綬章
（元内閣府特命担当大臣） 井上喜一さん（78）
　多年にわたり国会議員として議案審議の重責を果た
すとともに、内閣府特命担当大臣として国政の枢機に
参画されました。

　中学教師として陸上指導に長年情熱を傾け、加西市
を舞台に続いた兵庫県郡市区駅伝の運営や選手育成に
尽力されました。
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町別の水洗化率を公表します

【問合先】　業務管理課☎㊷8791　℻㊷2558　gyomu@city.kasai.lg.jp

中野町 49.5% （H17）
田原町 70.4% （H15）
網引町 73.4% （H15）
南網引町 86.5% （H3）
栄町 61.9% （H17）
桑原田町 50.8% （H16）
繁陽町 61.5% （H17）
繁昌町 58.6% （H21）
上宮木町 41.3% （H17）
下宮木村町 67.4% （H17）
下宮木町 45.5% （H17）
鶉野上町 38.9% （H21）
鶉野南町 64.6% （H17）
鶉野中町 52.8% （H19）
繁昌団地自治会 繁昌に含む （H18）

■九会地区

上若井町 85.2% （H12）
下若井町 79.3% （H12）
大内町 85.5% （H12）
下道山町 77.3% （H12）
上道山町 77.6% （H12）
下万願寺町 78.2% （H12）
上万願寺町 70.0% （H12）

■西在田地区

殿原町 68.3% （H14）
鴨谷町 84.3% （H8）
笹倉町 76.8% （H17）
中富町 80.4% （H14）
中富町（住宅） 中富に含む （H14）
越水町 67.4% （H14）
北町 48.9% （H14）
別所町 66.7% （H14）
佐谷町 66.3% （H12）
上野町 85.4% （H12）
広原町 78.6% （H12）
下芥田町 88.8% （H9）
上芥田町 89.8% （H9）

■在田地区

福吉町 76.8%（H6）
本町 80.7%（H3）
南町 82.6%（H3）
駅前町 76.7%（H3）
御旅町 69.6%（H5）
御幸町 90.5%（H5）
笠屋町 83.5%（H7）
宮前町 79.8%（H7）
江ノ木町 79.0%（H3）
住屋町 100.0%（H7）
栄町 72.5%（H7）
小谷 83.3%（H10）
栗田 88.4%（H9）
横尾 89.0%（H5）
古坂 90.2%（H9）
東高室 79.2%（H9）
西高室 92.6%（H8）
東南 87.5%（H8）
西南 82.5%（H8）
西南（住宅） 100.0%（H6）
黒駒 74.4%（H9）
曽根自治区 100.0%（H3）
北条第三住宅自治区 100.0%（H3）
古坂 1 丁目自治区 98.6%（H3）
古坂 2 丁目自治区 100.0%（H3）
古坂 3 丁目自治区 100.0%（H3）
北条団地自治区 宮前に含む（H6）
女鹿山自治区 63.6%（H10）
清水団地自治会 西高室に含む（H9）
カナダ村自治会 西高室に含む（H9）
荒神山住宅自治区 東高室に含む（H11）

■北条地区

谷町 66.3%（H10）
西谷東町 47.1%（H15）
西谷西町 100.0%（H4）
畑町 86.2%（H12）
窪田町 92.1%（H11）
吸谷町 90.0%（H11）
西上野町 77.6%（H11）
市村町 57.1%（H17）
坂元町 71.9%（H17）
福居町 58.9%（H17）
谷口町 65.0%（H17）
吉野町 92.3%（H6）
吉野住宅自治区 100.0%（H6）
芝自治区 69.7%（H12）

■富田地区

王子町 70.3% （H12）
戸田井町 91.1% （H13）
両月町 76.8% （H13）
大村町 81.6% （H11）
尾崎町 70.7% （H11）
段下町 74.4% （H12）
中西南町 62.5% （H10）
中西北町 74.5% （H11）
琵琶甲町 96.8% （H13）
野条町 77.1% （H13）
牛居町 87.5% （H12）
上野田町 53.9% （H11）
東野田町 67.7% （H11）
東笠原町 69.0% （H14）
西笠原町 74.6% （H14）
三口町 67.0% （H15）
坂本町 84.6% （H9）
倉谷町 90.1% （H12）
千ノ沢町 71.4% （H12）
新生町 11.1% （H13）
尾崎団地自治区 尾崎に含む （H6）

■下里地区

甲和泉町 77.8% （H14）
乙和泉町 72.3% （H14）
河内町 72.5% （H14）
山田町 75.7% （H14）
野上町 71.1% （H14）
池上町 77.3% （H14）
西野々町 84.9% （H7）
島町 89.7% （H7）
満久町 86.2% （H7）
馬渡谷町 63.6% （H14）
大工町 82.5% （H14）
鍛治屋町 60.0% （H15）
油谷町 71.2% （H15）
田谷町 74.4% （H15）
国正町 74.3% （H9）
小印南町 71.9% （H15）
青野町 80.0% （H13）

■多加野地区

福住東町 81.2% （H11）
福住西町 71.4% （H11）
山下西町 94.7% （H6）
山下中町 100.0% （H6）
山下東町 85.3% （H6）
西横田町 87.9% （H12）
東横田町 75.5% （H12）
鎮岩町 61.3% （H11）
岸呂町 88.6% （H4）
東長町 77.4% （H13）
西長町 83.3% （H13）
東剣坂町 93.7% （H8）
西剣坂町 89.3% （H8）
中山町 75.8% （H15）
大柳町 55.0% （H15）

■賀茂地区
都染町 89.2% （H13）
別府西町 76.0% （H13）
別府中町 91.9% （H5）
別府東町 80.2% （H13）
常吉町 63.1% （H18）
朝妻町 59.4% （H18）
豊倉町 50.0% （H20）
玉野町 77.2% （H10）
山枝町 59.6% （H20）
玉丘町 63.4% （H17）
青野原町 86.0% （H13）

■富合地区

　加西市の下水道整備は平成 21 年度末で全て完了しました。したがって、基本的には市内全域で下水道接続が可能な状
況にあり、平成 22 年 9 月末日現在で市全体の水洗化率（接続率）は 77.2％となっています。
　一般的に下水道整備の時期が遅かった地域の水洗化率は低い傾向にありますが、比較的早い時期に整備された地域で
も水洗化率が低いところもあるなど、町ごとの水洗化率には相当の開きがあります。
　加西市の膨大な借金の約 6 割は下水道整備に伴うものであり、せっかく整備した下水道は活用していただくことが大
切で、今後は下水道事業会計の健全化のためにも、水洗化工事を進めていただかねばなりません。公共下水道区域では、
本管が接続され供用が開始されると、3 年以内に水洗化工事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）
　つきましては、下水道整備区域内で現在合併浄化槽を設置されている方、農業集落排水事業区域やコミプラ事業区域
の方で、まだ水洗化されていない方は一日も早い水洗化をお願いします。

注目された国内初の BDF100％での営業運行

【問合先】　環境創造課☎㊷8716　℻㊷6269　kankyo@city.kasai.lg.jp

3年目を迎えた加西市の BDF事業
　加西市は、平成 17 年 11 月に近畿の自治体第１号としてバイオマスタウン構想を公表、平成 19 年 9 月から廃食用油の
回収を始め、平成 20 年 4 月には北条町駅車庫内に廃食用油リサイクルセンターを開設し、バイオ燃料（BDF）精製を開始
しました。
　BDF 事業は、市民の皆様や地元企業の協力をいただき、近隣地域でも先進的かつ重要な環境事業となっており、精製
された BDF は、加西市や近隣市町の公用車や民間企業のトラック等でも利用されるなど、北播磨圏域内の資源循環シス
テムとなっています。

■北条鉄道が BDF 列車の営業運行開始

　北条鉄道は、平成 20 年 6 月に全国初の BDF100％による試験運
行をダイヤ外で実施し、BDF の十分な走行性能を確認しました。
そして今回 10 月 16 日に開催された「北条鉄道まつり」において、
国内で初めて BDF100％での営業運行を開始。開業 25 周年を迎え
た北条鉄道にとって記念すべき取り組みとなりました。
　当日、BDF100％の客車両は、北条町駅を出発し粟生駅を折り返
す往復 6 便を運行。軽油を燃料とするよりも 183kg の CO2 の排出
抑制ができました。
　さらに、今後も定期的な利用を計画しており、「環境と景観のま
ちづくり」に取り組んでいきます。
　植物由来の BDF 利用は、車両走行時に排出される二酸化炭素

（CO2）が菜の花などの成長過程で吸収・蓄積したものなので、燃
焼させても大気中の総量は変わらない（カーボン・ニュートラル）
という環境特性があります。

■市 BDF 事業での廃食用油回収及び BDF 利用の状況
　一般家庭からの廃食用油の回収を開始してから 3 年目を迎えた加西市の BDF 事業の実績を報告します。

北条町駅車庫内で稼動する廃
食用油リサイクルセンターの
BDF 製造装置

■ BDF 利用先の割合（H22 年 4 ～ 9 月）

年回収先 H19度（9月から） H20 度 H21 度 H22度（9月まで）
市内回収量 974 44,668 61,865 27,868

一般家庭 974 3,904 9,283 5,629
公共施設 － 6,054 7,089 3,184
市内事業所 － 34,710 45,493 19,055

市外回収量 － 29,491 42,195 22,730
近隣市町 － 6,967 9,571 5,500
その他事業所 － 22,524 32,624 17,230

合計 974 74,159 104,060 50,598

■廃食用油の回収状況 （単位：リットル）

建設業 35%

加西市 14%食品加工 14%

近隣市町 13%

教育機関 11%

運輸業 5%
BDF 関連 4%
一般利用 3%
農業関連 1%

■ BDF 精製量

※ BDF 関連は、廃食用油回収および BDF 配送に利用したもの

　平成 20 年 4 月から 22 年 9 月までに
約 202 キロリットル（ドラム缶約 1,010 本分）
の BDF を精製しました。

　これによる CO2 排出抑制効果は、森
林 約 70ha 分 の 年 間 CO2 吸 収 量（CO2
約 530 トン分）に匹敵します。

■常設回収ボックス設置場所
廃食用油の回収は、町ごとの回
収とは別に、常設の回収ボック
スを設置しています。

・加西市役所正面玄関 
・加西市役所付属棟玄関 
・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、

加西繁昌店 

■町別水洗化率一覧表
　平成 22 年度 9 月末現在での水洗
化率は次の通りです。

（　）内は下水道整備の完了により
供用を開始した年度です。
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地上デジタル放送の受信相談・説明会（無料）
　平成 23 年（2011）7 月 24 日には、アナログテレビ放送は終了します。それ以降アナログテレビについてはデジタル
チューナーなどを取り付けなければ視聴できなくなります。「デジタル放送に対応するためには、どうすればいいの？」
というご質問にお応えするために、デジサポ兵庫が次の日程で「地デジ無料受信相談・説明会」を開催します。

光ファイバー接続サービスの申し込み説明会
　現在、市と株式会社ケイ・オプティコムは、インターネット等の光ファイバー接続サービス提供エリアを拡大する地
域情報化推進事業に取り組み、市域内での光ファイバー網の整備を行っています。
　平成 23 年 1 月 8 日（土）からのサービス申込受付開始を前に、各ご家庭で「高速インターネット接続」「IP 電話」「ケ
ーブルテレビ」が利用できる光ファイバー接続サービスの申し込み説明会を次の日程で開催します。出来るだけ、お住
まいの小学校区での説明会にご参加ください。※他の小学校区への参加も可能ですが、会場の都合上、定員を超えた場合は

説明会に参加頂けない場合がありますのでご了承ください。

【問合先】　総務省兵庫県テレビ受信者支援センター（デジサポ兵庫）☎078-325-1461　経営戦略室☎㊷8700

【問合先】　情報政策課☎㊷8703　℻㊷1643　joho@city.kasai.lg.jp

■説明会
日時 会場

12 月 13 日（月）10:00 ～ 11:00 アスティアかさい 3 階集会室
12 月 17 日（金）10:00 ～ 11:00 市役所 1 階多目的ホール

日程 会場
12 月 18 日（土）～ 20 日（月） イオン加西北条 SC1 階コスモスコート
12 月 13 日（月）～ 24 日（金）※平日のみ 市役所 1 階エントランスホール
12 月 13 日（月）～ 17 日（金）
12 月 21 日（火）～ 24 日（金） アスティアかさい 1 階センタープラザ

■相談会 開催時間／午前の部 10:00 ～ 12:00、午後の部 13:00 ～ 16:00

■説明会日程　説明会は市と㈱ケイ・オプティコムの共同開催です

小学校区名 日時
会場　

12 月
4 日（土） 5 日（日） 11 日（土） 12 日（日） 18 日（土）19 日（日）23 日（木・祝）
19:00 ～ 14:00 ～ 19:00 ～ 19:00 ～ 14:00 ～ 19:00 ～ 19:00 ～ 14:00 ～ 14:00 ～

北条・北条東 コミセン小ホール ○
北条 コミセン視聴覚室 ○
北条東 コミセン視聴覚室 ○
富田 富田会館 ○ ○
賀茂 賀茂会館 ○ ○
下里 善防公民館 ○ ○
九会 南部公民館 ○ ○
富合 富合会館 ○ ○
日吉 北部公民館 ○ ○
宇仁 八王子会館 ○ ○
西在田 下若井公民館 ○ ○
泉 北部公民館 ○ ○

情報システムアドバイザー募集
　加西市では、IT ガバナンスを確立し市役所の業務を効率化するため、情報システムに関する豊富
な知識と経験を有し、公平中立な外部の視点から市役所の業務及びシステムについて分析、助言、
提案のできる人材を募集します。

【問合先】　情報政策課☎㊷8703　℻㊷1643　joho@city.kasai.lg.jp

■募集職種・人員／情報システムアドバイザリースタッフ　1 名
■契約期間／平成 23 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日の 2 年間
※資格、業務内容、勤務条件、その他詳細は市ホームページの募集要項をご覧ください。

■第 44 回美術公募展

加西市文化祭「美術公募展」「文芸展」入賞者の皆さん

【問合先】　自己実現サポート課☎㊷8775　℻㊸1803　koryu@city.kasai.lg.jp

【問合先】　教育総務課☎㊷8770　℻㊸1803　kyoiku@city.kasai.lg.jp

平成21年度教育委員会の点検評価を公表
　「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 27 条において、平成 20 年度から、すべての教育委員会はその権限に
属する事務の管理及び執行の状況について毎年点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に
提出するとともに、公表することが義務付けられました。
　加西市教育委員会では、兵庫教育大学の竺沙知章准教授を評価委員長に迎え、教育委員会の事務の点検及び評価を実
施し，その結果を報告書にまとめ、市ホームページで公表しています。ぜひ、ご覧下さい。

【申込先】　〒675-2395（住所表記不要）人事課（庁舎3 階）☎㊷8702　℻㊸1800　jinji@city.kasai.lg.jp

教育委員の公募について
　加西の教育のレベルアップ、質向上、老朽施設の建て替え、教育文化の振興など加西市教育行政が抱える重要課題に
高い志と情熱をもって取り組んでいただける見識豊かな方を公募します。
■応募方法／ 12月3日（金）までに、履歴書及び課題論文「教育の質向上と教育委員の役割」（2,000 字程度）を持参又は
郵送してください。※その他詳細については市ホームページをご覧下さい。

■第 44 回文芸展
■一般の部／推薦（市長賞）
俳句 宮崎喜美子 多可郡多可町
短歌 古角田鶴子 加西市
川柳 宮崎幸子 加西市

■一般の部／特選
俳句 小谷みちよ 加西市

能瀬みよ子 加西市
短歌 阿曽富成 佐用郡佐用町

中村玖見 静岡県沼津市
川柳 松尾繁子 加西市

杜　一甫 神戸市

■ジュニアの部／推薦（市長賞）
俳句 山本遥香 泉中 3 年
短歌 東一優汰 下里小 6 年
川柳 鵜鷹倖輝 北条東小 6 年

■ジュニアの部／特選
俳句 高井真里奈 北条中 2 年

久保舞紗 富合小 5 年
短歌 頃安史基 泉中 2 年

難波達哉 富田小 6 年
川柳 上原奈緒 善防中 1 年

大西健斗 北条小 6 年

　応募点数「一般の部」俳句 127 点、
短 歌 181 点、 川 柳 134 点、「 ジ ュ ニ
アの部」俳句 916 点、短歌 412 点、
川柳 459 点。
　次の皆さんの入賞が決定しました。

■洋画
市長賞 田中涼子 宍粟市
議長賞 志水和司 宍粟市
教育委員会賞 淀川安生 尼崎市
文化連盟会長賞 坂口千鶴 小野市
美術家協会長賞 西脇久実 加古川市

■版画
市長賞 吉竹伸治 西宮市
議長賞 柴田陽三 西宮市
教育委員会賞 渡辺朋子 西宮市
文化連盟会長賞 山﨑忠厚 西宮市
美術家協会長賞 務川めぐみ 西宮市

■写真
市長賞 泉田英幸 姫路市
議長賞 三木健太郎 姫路市
教育委員会賞 中井賢一 福崎町
文化連盟会長賞 山口　剛 稲美町
美術家協会長賞 岸田　緑 加古川市

■日本画
市長賞 髙浜安子 姫路市
議長賞 藤原信子 姫路市
教育委員会賞 浜根冨美子 姫路市
文化連盟会長賞 白井章子 たつの市
美術家協会長賞 森元美根子 姫路市

■書道
市長賞 鈴木茉利恵 加西市
議長賞 石井弘津 加東市
教育委員会賞 栗林播蕉 加古川市
文化連盟会長賞 西村白蓮 姫路市
美術家協会長賞 井上佐代子 加東市

■水墨画
市長賞 妹島栢雪 姫路市
議長賞 有吉柏眞 神戸市
教育委員会賞 森本怜子 西脇市
文化連盟会長賞 中前義正 明石市
美術家協会長賞 大内青水 市川町

■彫塑・工芸
市長賞 山本眞由美 姫路市
議長賞 今住政盛 姫路市
教育委員会賞 黒田康夫 姫路市
文化連盟会長賞 狩野孝子 明石市
美術家協会長賞 岡井光代 西脇市

　入賞は次の皆さん（出品作品総数 7 部門 430 点）。作品は公募展で展示します。

美術公募展
日時／ 11月19日（金）～ 23日（火・祝）
10:00 ～ 17:00（最終日16:00）
場所／市民会館
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。

地デジ化推進
キャラクター

「地デジカ」
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加西病院のコーナー　                             加西病院ホームページ http://www.hospital.kasai.hyogo.jp

『第4回加西病院市民フォーラム開催！』 客が集まり、その落とす金をサービスに再投資して更に客

を集める、というサクセスストーリが成立します。一方、

競争に敗れた落ち目の店舗は損が大きくならないうちに整

理されます。

　しかし病院は、落ち目になれば閉めればよいサービス業

と異なることは明らかです。病院経営は診療報酬制度に縛

られた統制経済であり、サービスを良くする為に料金を上

乗せすることは出来ません。9 月 28 日の神戸新聞は、北

播磨圏の 5 つの自治体病院が全て赤字決算だったことを伝

えています。国の急性期医療施策は、病床削減して統合し、

広域で大規模化することです。いきおい自治体病院間の勝

ち残り競争は激化し、経営の良し悪しと医療者の得失が死

命を制します。

　こうした地域間のゼロサムゲームの中、医療を充実させ

病院の評判を高め競争に勝ち残る上で、行政や市民からの

財政援助が活きてきます。毎度のお願いで恐縮の限りです

が、加西病院では医療を向上させ、患者満足度を高めるた

めに市民からのご寄付をお待ちしています。これまで、有

志の方々に院内ボランティアの支援を頂いており、深く感

謝するところです。院内ボランティア活動についてお聞き

になりたい方は地域医療室に電話（☎㊷ 2200 担当山中）

又は直接出向いてお問い合わせください。

 （ 病院事業管理者・院長　山邊裕 ）

■市民フォーラムの由来
　9 月 30 日、健康福祉会館にて『地域で守る病院医療』

と題して第 4 回加西病院市民フォーラムを開催しました。

本フォーラムは 4 年前、全国的に自治体病院の勤務医不足

が広がる中、市民に加西病院の実情を発信し、市民の支援

を得て加西病院が活力をもって存続できるように、という

市民有志の発案で始まりました。その後フォーラムは、病

院職員の努力により毎年開催を続けています。

■今回のフォーラムの眼目
　今回のフォーラムの眼目は、市民に加西病院の良さをも

っと知ってもらおうと云うことでした。これは、前回のフ

ォーラムが病院の釈明の場となり、加西病院の良いところ

が市民に伝わらなかったというアンケートからでした。

　市民にアピールしたい点は、①中規模病院では維持が難

しい総合機能を有していること、②職員間の協力が良好で

密な診療連携を実現していること、③前記二点は研修医が

本院に集まる魅力となり病院が活性化していること、④コ

メディカル（医師・看護師以外の医療従事者）の士気が高

く患者に寄り添う看護や医療が行えていること、⑤産婦人

科・泌尿器科・眼科が一時休止したが医師招聘により再開

できたこと（全国的にも稀）、などです。

　今回 120 余名と寂しい市民参加でしたが、会場からは外

来の待ち時間は病院の評判を落とすので工夫が欲しい、と

いった意見がでました。病院としては、専門医師を診療所

で出来る外来に投入するよりも、病院でしか出来ない入院

医療に投入する方が市民の役に立つと考えるのですが、ご

意見は加西病院への応援メッセージと受け止めました。待

ち時間に限らずサービス充実の要望はよく寄せられます。

■競争と市民支援
　一般に接客業は、サービスを良くすると評判が上がって

【写真】第 4 回加西病院市民フ
ォーラム
9 月 30 日「地域で守る病院医
療」と題して第 4 回加西病院
市民フォーラムを健康福祉会
館で開催しました。参加者は
120 名余りで、病院職員ばか
り目につく寂しい市民フォー
ラムとなりました。

■市立加西病院より停電のお知らせ
　加西病院の受変電設備更新工事のため、本館・東館で停電し、照明やエレベーターが停止します。市民の皆様に大変
ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。
停電日時／ 11 月 21 日（日）、11 月 27 日（土）、12 月 4 日（土）、12 月 11 日（土）時間はすべて 13:00 ～ 17:00
問 合 先／市立加西病院用度管理課☎㊷ 2200

国民健康保険証が更新されます
　12 月 1 日に国民健康保険証が更新されます。11 月 20 日頃から、世帯ごとに郵送します。ご確認ください。

■保険証の色と配達方法
　保険証（若草色か白茶色）の有効期限は、毎年 11 月 30 日です。
12 月 1 日からの新しい保険証（一般被保険者証はうす紫色、退職被
保険者証は灰色）は簡易書留郵便で郵送します。
■配達内容物
　内容物は、保険証、エイズ予防パンフレット、ジェネリック医薬品
希望カード、保険証カバー、臓器提供意思表示欄保護シールの 5 点
です。

【問合先】　国保健康課（国保医療担当）☎㊷8721　℻㊷1792　kenko@city.kasai.lg.jp

一般被保険者証（縦 5.4㎝×横 8.6㎝）

【問合先】　加古川年金事務所国民年金課☎079-427-4740　市民課☎㊷8720　℻㊸8045　shimin@city.kasai.lg.jp

国民年金保険料の収納業務を民間委託しています

　日本年金機構は、国民年金保険料を納め忘れの方に対して、電話・文書・訪問などによる納付
のご案内や免除等の申請手続きのご案内を、次の民間事業者へ委託しています。

■委託事業者／㈱アイヴィジット　（問合先☎ 0120-989-428）

■振り込め詐欺などにご注意下さい（納付書をお持ちでない方から、保険料をお預かりすることは決してありません）
　委託事業者が電話により納付のご案内を行う場合は、お客様の納付状況を確認しながら、厚生労働省（日本年金機構）
が発行する納付書により、最寄りの金融機関やコンビニエンスストアなどで保険料を納めていただくよう依頼します。
このため、銀行の口座番号を指定し、ATM の操作により保険料の振り込みをお願いすることはありません。
　委託事業者の「納付督励員」が訪問して保険料をお預かりする場合、身分証（納付督励員証明証）を提示し、厚生労働省（日
本年金機構）が発行する納付書をお持ちの方に限り、保険料をお預かりすることが可能となっています。

災害時要援護者避難支援計画に基づき要援護者台帳を整備します

　阪神淡路大震災や佐用町の水害など、自然災害はいつ発生するかわかりません。災害発生時に弱い立場におかれる障
害者や高齢者などの「災害時要援護者」の方々への支援のあり方が大きな課題となっています。
　災害時の支援は、行政だけでは限界があり、近隣や地域の皆さまの助け合いによる共助の力がどうしても必要となり
ます。これまで、福祉目的での調査は社会福祉協議会のもとで各町福祉委員（民生児童委員が兼務）のご協力を得て「福
祉を高める運動」として実施されていましたが、防災目的のものは未整備でした。
　今回、防災機関・自主防災組織への情報提供も目的に加えた「要援護者台帳」を、これ
までの「福祉を高める運動」をベースとして再整備していくことになりました。
　対象となる方に対しては、市の担当課より直接、調査票（災害時要援護者登録申請書）
を郵送します。必要事項を記入の上、返送していただきます。（件数により訪問する場合が
あります。）
　来年 5 月の福祉委員による「福祉を高める運動」調査時には、各戸訪問により台帳デー
タを更新していきます。

【問合先】　安全防災課☎㊷8751　℻㊸1800　bosai@city.kasai.lg.jp

■防災マップをご確認下さい
　加西市は防災マップを作成し平成 19 年 3 月に全戸配付し、現在、市ホームペー
ジにも掲載しています。各家庭でご覧いただき、災害時の対応について家族で話し
合うなどして、ご活用下さい。

■市ホームページ（トップ）→（目的別スイッチ）防災・犯罪→加西市防災マップ

問合先／安全防災課☎㊷ 8751　℻㊸ 1800　bosai@city.kasai.lg.jp

■保険証が届かないと思ったら？
　不在で保険証を受け取られなかった場合は、郵便局で 12 月 5 日頃
まで保管されます。その後は国保健康課に戻ります。その他ご不明な
点は下記までお問い合わせください。

市ホームページの防災マップ
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KASAI データバンク 人口／ 48,052（－ 29） 世帯数／ 16,992（＋ 18）
男／ 23,392（－ 16） 女／ 24,660（－ 13）
10 月の出生数／ 22 人 死亡数／ 44 人

H22.10.31 現在（前月比）

　今年で 3 回目となる宇仁郷まちづくり協議会主催の「宇仁
の里・花畑街道コスモスまつり」が 10 月 24 日、宇仁小学
校新グラウンドをメイン会場に開催されました。
　太鼓の勇壮な演奏でスタート。約 600 名の参加者は、最
長約 8㎞のハイキングコースなどに挑み、満開のコスモス街
道を楽しみました。

満開のコスモスを満喫

　市内の合唱団や吹奏楽団など 12 グループが集う加西市民
音楽祭が 11 月 3 日、市民会館文化ホールで開催されました。
　会場を飛行機の機内に見立て、搭乗チケットを模した入場
券や機内アナウンス風の進行などの演出が行われました。
　演奏・合唱とともに、ステージには曲にちなんだ国の映像
がプロジェクターで映し出され、観客は曲を聴きながら飛行
機でアジア、ヨーロッパなど世界各国を旅する気分を味わい
ました。

音楽にのって世界の旅へ。第25回加西市民音楽祭

▲舞台向かって左には、曲にちなんだ海外の風景画像を投影し、
世界旅行の気分を演出

　加西市観光まちづくり協会と NEXCO 西日本が開発した、オリジナルバーガー
「加西市へらへとバーガー」がデビューし、10 月 30 日から中国自動車道加西サー

ビスエリア（上下線）で好評販売中です。
　同協会が 9 月に実施した「ご当地バーガー選手権」で優秀賞に選ばれた 3
作品をもとにサービスエリアの料理長が商品化しました。市内で製造されるエ
コフィード（食品廃棄物再生飼料）で育てた「ひょうご雪姫ポーク」のハンバー
グを「加西ゴールデンベリー A」を使ったしょうが焼きソースで味付け。紫黒
米のおにぎりも加え、上下を加西産の米粉パンで挟んでいます。

地元食材をふんだんに使用。「加西へらへとバーガー」

　三洋電機加西事業所「加西グリーンエナジーパーク」（鎮岩
町）が 10 月 22 日にオープンし、同事業所で記念式典が行わ
れました。
　新工場は、ハイブリッド車用リチウムイオン電池を月に 100
万個生産できる能力を持ち、本年度中に稼動予定。また、太陽
電池や蓄電池などを導入し、省エネ技術の実験場や、企業など
の団体向けショールームを兼ねるなど、最先端の新エネルギー
拠点でもあります。
　式典では、三洋電機の佐野精一郎社長が「環境保護や地域社
会発展のため、創業の地、加西でしっかり取り組みたい」と挨
拶されました。

「加西グリーンエナジーパーク」オープン

▲新工場完成を祝い、三洋電機佐野社長（左）やパナソニッ
ク大坪社長（左から 3 人目）ら関係者約 300 人が出席して盛
大に記念式典が行われました。

　有機無農薬農業を実践する加古川出身の藤本圭一郎さんと藪下直
也さんの 2 人組「草竹」の上万願寺町の畑で 10 月 29 日、収穫体験
が開催され、姫路市等から農業に関心のある 12 名が参加しました。
　「草竹」の野菜作りへの熱い思いを聞いた後、この時期に旬を迎
える小芋などの秋野菜を収穫。大きな葉っぱの根元を掘り起こし、
コロコロと小芋が出てくると参加者の表情に笑顔が浮かびました。
　気持ちのいい汗をかいた後は、近くの原始人会交流館で、地元食
材をふんだんに使った「どいなか定食」が振る舞われました。

上万願寺で収穫体験。地元野菜の滋味を五感で体感

▲「草竹」の二人の説明を熱心に聞く参加者

　今年で 3 回目を迎える恒例の「北条の宿はくらんかい」が 10 月 16・17 日、
大年神社から住吉神社を結ぶ通りを中心に、かつて栄えた北条の宿場町かい
わいを会場として多彩なイベントを開催しました。
　地域住民が主体となり企画・運営された同イベントは、まちなかにある寺
や神社、空き家、空き店舗を利用し市民参加によるカフェやギャラリー、芸
能など多彩な催しが繰り広げられ、二日間で市内外から約 3 万人が来訪。普
段静かな町通りが多くの人で賑わい、参加者と地域の方々との語らいがそこ
かしこに見られました。

まちなかで多彩なイベント「北条の宿はくらんかい」

　10 月 16 日、北条鉄道開業 25 周年記念式典で、北条町駅の新たなマスコッ
トとしてニホンザル 2 匹の子ザル駅長の就任を発表、また、100％バイオディー
ゼル燃料（BDF）利用車両が国内初の営業運転（本誌 5 頁参照）を成功させ
るなど全国的に注目されました。
　一方、「第 3 回北条鉄道まつり」が 10 月 16・17 日、住吉神社で開催され、
ミニ SL の運行や鉄道グッズ、特製「北条鉄道サイダー」などを販売、ボラン
ティア駅長らによる縁日コーナーなども開催され、訪れた子供たちの人気を
博しました。

「北条鉄道まつり」でモンキーマジック

▲満開のコスモス街道をハイキング

◀加西産の食材をへらへと
（沢山を意味する播州弁）使

用したオリジナルバーガー

▲大信寺で江戸・明治時代の絵図面複製品を展示▲西岸寺ではさるびあっ子が合唱を披露

▲歴史的な町家が残る通りをそぞろ歩きする
参加者。両日とも天候に恵まれ、たくさんの
人手で、「かつての賑わいを思い出し、とて
も懐かしい」との声も聞かれました。

▲北条鉄道開業 25 周年記念サイダー ▲子供たちに大人気のミニ SL

▲ 2 匹の子ザル駅長は、公募により名前を
メス「ねひめ」（左）、オス「らかん」と命
名し、中川市長から特別住民票も交付され
ました。今後、月 1 回のペースで出勤予定

しゅく
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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
に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。来年度に入園を希望される方は、次のとおり手続きをお
願いします。
　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（水）から 15 日（水）まで。教育委員会こども未来課（市役所 1 階）へ

必要書類

・学童保育園入園申請書（こども未来課と各学童保育園でお渡ししています。また、
市ホームページでもダウンロードできます）

・児童の状況確認票
・保育に欠ける申立書（勤務証明書等）

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

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23年度学童保育園入園のご案内

【問合先】　こども未来課☎㊷8726　℻㊸1801　kodomo@city.kasai.lg.jp

父子家庭にも児童扶養手当を支給

【問合先】　社会福祉課（家庭児童支援担当）☎㊷8709　℻㊸1801　fukushi@city.kasai.lg.jp

　ひとり親家庭を支援するため、本年 8 月 1 日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されていますので、下記の通り
申請手続きを行ってください。8 月分からさかのぼって受給するためには 11 月 30 日（火）までに申請する必要があります。

■父子家庭の支給要件
　次のいずれかに該当する子どもについて、父がその子
どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給
されます。

■所得制限
　手当を受けようとする方と同居する扶養義務者の前年
分の所得が、下表の所得制限額未満の場合、手当の一部
または、全部が支給されます。
平成22年度（平成21年中）の所得制限額
税扶養親
族等の数

受給者本人の前年分所得 扶養義務者の
前年分所得　全部支給 一部支給

0 人 190,000 円 1,920,000 円 2,360,000 円
1 人 570,000 円 2,300,000 円 2,740,000 円
2 人 950,000 円 2,680,000 円 3,120,000 円
3 人 1,330,000 円 3,060,000 円 3,500,000 円
4 人 1,710,000 円 3,440,000 円 3,880,000 円

※扶養義務者等とは、受給者と生計を同じくしている直系血
族もしくは兄弟姉妹

■父子家庭の方の申請手続き
　申請手続は、相談員と面談の後に行っていただきます。
申請に当たっての必要書類については、面談時にご案内
します。相談員との面談日程は、下記までご連絡ください。
申請受付期間／ 11 月 30 日（火）まで
　本年度においては、期間内に申請すれば 8 月分から支
給されます。

※支給要件に該当する方は、平成 22 年 8 月 1 日から５年以
内に認定請求を行わなければ、手当の請求権は消滅します。

■手当額（月額）
　受給資格者（ひとり親家庭の父や母など）が監護・養
育する子どもの数や受給資格者の所得等に基づきます。

・父母が婚姻を解消した子ども
・母が死亡した子ども
・母が重度の障害の状態にある子ども
・母の生死が明らかでない子ども
・その他（母が 1 年以上遺棄している

子ども、母が 1 年以上拘禁されてい
る子どもなど）

児童 1 人の場合 全部支給 41,720 円
一部支給 41,710 円～ 9,850 円

児童 2 人以上の
加算額

2 人目 5,000 円
3 人目以降１人につき 3,000 円

加西市まちづくり出前講座スタート
　市民の皆さんが主催される学習会や集会などへ、市職員が出向いて、市政の説明や専門知識を活かした「まちづくり
出前講座」を実施します。お気軽にお申し込み下さい。

【問合先】　〒675-2395（住所表記不要）自治参画課☎㊷8706　℻㊸1800　sankaku@city.kasai.lg.jp

北条の魅力を語る「北条語り部養成講座」
　大学の先生方や地元ベテランガイドを講師に迎え、かつて宿場まちとして栄えた北条の歴史・文化・建造物などを学び、

「北条の語り部」として活躍いただける方の養成講座を開催します。歴史ある社寺・趣のある町並みなど魅力ある「加西・
北条」を、訪れる方々に案内してみませんか。

【問合先】　〒675-2395（住所表記不要）ふるさと営業課☎㊷8740　℻㊸1802　furusato@city.kasai.lg.jp　

シカ・イノシシ対策セミナー
　近年、加西市内においてシカ・イノシシをはじめとする野生動物による農作物被害が
深刻化しています。そこで、シカ・イノシシ被害の状況、効果的な防護柵の設置、地域
ぐるみの被害防止対策などについて、セミナーと現地研修会を次の通り開催します。

【申込先】　農政課☎㊷8741　℻㊸1802　nosei@city.kasai.lg.jp

■第 1 部：講演形式によるセミナー
　日時／ 12 月 18 日（土）13:30 ～ 16:00
　場所／加西市民会館コミュニティセンター 3 階小ホール
■第 2 部：現地研修会
　日時／ 12 月 19 日（日）13:00 ～ 15:00
　場所／加西市谷町内の圃場

講師／井上雅央さん（近畿中国四国農業研究センター鳥獣害研究チーム専門員）
締切／ 12 月 10 日（金）までに下記までお申し込み下さい。

■講座内容／全部で 71 講座を用意しています。メニューは市ホー
ムページをご覧いただくか下記までお問い合わせいただき、聴いて
みたい講座（テーマ）を選んでお申し込み下さい。
■申込方法／申し込みできる団体は、市内に在住・在勤・在学する
10 人以上の団体です。講座によっては他に条件がある場合があり
ます。申し込み時にご確認下さい。

【講座メニュー例】
・ため池の自然の楽しみ方を考えてみませんか
・都市と農村の交流（グリーン・ツーリズム）

のススメ
・本の修理と装備の基本
・いきいきシニアの食生活講座　他

講座テーマ 日時 講師

第 1 回「北条の成立ちと繁栄」 12 月 11 日（土）
10:00 ～ 11:30

兼本雄三さん
（姫路独協大学講師）

第 2 回「北条節句祭りと竜王舞」 平成 23 年 1 月 8 日（土）
10:00 ～ 11:30

久下正史さん
（神戸大学大学院文化学研究科助手）

第 3 回「北条 古えの建造物の魅力について」 平成 23 年 1 月 15 日（土）
10:00 ～ 12:00

尾瀬耕司さん
（神戸大学非常勤講師）

第 4 回「北条の宿を歩く～語り部・ガイドの心得とは～」 平成 23 年２月 19 日（土）
12:00 ～ 16:30 加西市歴史街道ボランティアガイド

第 5 回「バスで巡る・加西の歴史」 平成 23 年２月 26 日（土）
9:00 ～ 17:00

■受講対象／全講座を受講できる 18 歳以上の方。参加費無料（第 5 回講座のみ拝観料等を徴収）
■開催場所／第 1・2 回講座はアスティアかさい 3 階地域交流センター集会室。第 3 ～ 5 回講座は現地学習
■募集期間・人員／ 12 月 3 日（金）まで。先着 50 名
■申込方法／ふるさと営業課（市役所 4 階※土日祝除く）、各公民館、地域交流センター等に設置の受講申込書に記入の上、
郵送、FAX または E メールでお申し込みください。※市観光ホームページ「かさい観光ナビ」からもダウンロード可能

■鳥獣害対策の共通認識
　畑に収穫時期が過ぎた野菜や果
実をそのまま置いていませんか？
　集落に来た野生動物がエサにあ
りつければ、それは餌付けと同じ
こと。鳥獣害対策の第一歩は、集
落をエサ場として魅力のない所に
することです。
　農作物の他に雑草や野菜くず、
放任果樹などが餌付けの材料にな
らないようにしましょう。



播州歌舞伎の継承に取組んでいる播
磨農高郷土伝統文化継承クラブと市
内の伝統芸能団体との合同発表会で
す。秋の一日、地域社会が育んでき
た伝統芸能をお楽しみください。

日時：11/23（火・祝）10:00 ～ 12:30
場所：播磨農高内　歌舞伎棟
問合先：善防公民館☎㊽ 2643

第18回ふれあい伝統芸能フェ
スティバル

各科・コースの農産物を販売します。
日時：11/23（火・祝）9:30 ～ 13:30
場所：県立播磨農業高等学校
駐車場：学校敷地内（誘導に従って
下さい）
問合先：県立播磨農業高等学校
☎㊷ 1050

県立播磨農業高等学校「農高祭」

1514

講座・イベント

農産物販売、試食、動物ふれあいコー
ナーなど、楽しい催しがたくさん。
日時：11/20（土）10:00 ～ 15:00
場所：兵庫県立農林水産技術総合セ
ンター（別府町）※雨天開催
問合先：同センター☎㊼ 2400

兵庫県立農林水産技術総合セ
ンターの公開デー

外国人と好きな食べ物を持ち寄って
楽しい時間を過ごしながら、生活習
慣の違いなどを気軽におしゃべりす
るパーティーです。※ポットラック
とは、料理を持ち寄るという意味。
日時：11/21（日）11:30 ～ 15:00
場所：健康福祉会館 3 階研修室 3・4
対象者：食べることとおしゃべりが
好きな方※子供だけの参加は不可
持ち物：お箸、お皿、コップ、1 人
一品の食べ物※手作りでなくても可
申込先：MORE 地球家族（村上）
☎ 090-7340-0888

ポットラックパーティー

■クリスマス会
ドキドキ！わくわく楽しいマジック
ショー。サンタさんも来るよ！
日時：12/15（水）11:00 ～ 12:00
■家庭教育講座⑥

「親と子の心に響く家庭教育」をテー
マに講師さんを迎えてお話がありま
す。希望の方は託児もします。
日時：12/3（金）11:00 ～ 12:00
■ 3 歳さんおいでおいで！
対象児：H18.4 月～ H20.3 月生まれ
日時：毎週月曜日 13:30 ～ 14:30
■わいわいひろば
双子ちゃん・三つ子ちゃんのお母さ
ん、妊婦さんも一緒にお話しましょ
う。
日時：12/22（水）10:30 ～ 11:30
≪まちの子育てひろば応援団からの
お知らせ≫
■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：12/21（火）10:30 ～ 11:30
■高齢者との交流～クリスマス会～
mama ねひめさんによる人形劇。申
し込み締め切りは 11/26（金）
日時：12/4（土）10:30 ～ 12:00

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

ねひめキッズからのお知らせ
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

11/27（土）
9:00 ～ 17:00

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・和菓子）

市民会館
コミセン
2 階・3 階

11/28（日）
9:00 ～ 15:30

10:00 ～ 15:00 茶席
10:30 ～ 12:00 作品バザー（木彫り・竹細工）

11:00 ～ 15:30 料理バザー（山菜おこわ・手打ちそば・ワッフ
ル・コーヒー・紅茶）

12:30 ～ 15:30

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・劇・
オカリナ・ヨーガ）

文化ホール

中央公民館学習発表会「中央ふれあいまつり」

みんなで作って食べよう年越しそば！
日時：12/19（日） 9:30 ～ 13:00
場所：市民会館 2 階料理教室
材料費：1 人 500 円
対象・定員：大人 15 名
持ち物：タオル 2 本（1 度洗濯した
もの）、三角巾、エプロン
申込先：中央公民館☎㊷ 2151

「チャレンジ講座」
年越しそば打ち体験教室

■ハンドメイド作品展
日時：11/28（日）10:00 ～ 16:00
場所：交流プラザ
主催：地域交流センター登録団体　
cache cache cou cou!
■産前産後の自力整体
産前・産後の妊婦さん、産後に不調
を感じ始めた女性を対象に「整体」
を通じて「自力」で身体を整える無
料教室です。
日時：12/2（木）10:30 ～ 12:00
場所：集会室
持ち物：ヨガマット、長めのタオル、
飲み物、運動のできる服装
定員：10 名　
主催：地域交流センター登録団体み
かん
■ストリートダンス教室
ヒップホップ、ロックダンスの無料
教室です。
日時：12/1（水）、8（水）、15（水）
小学生 18:00 ～、一般 19:30 ～
場所：スタジオ
定員：各 15 名
主催：地域交流センター登録団体　
Do-it

上記問合先：地域交流センター
☎㊷ 0106

地域交流センターイベント情報

日時：12/8（水）18:00 ～ 20:00
受付 17:30
場所：小野市うるおい交流館エクラ
講師：社税務署担当官、落語家　桂
きん太郎さん
定員：500 人
締切：11/22（月）
申込先：社納税協会
☎ 0795-42-0360　℻ 0795-42-4449

e-Tax クスクス トクスル説明会お正月を少し豪華に彩ってみません
か。初心者の方もお気軽にご参加く
ださい。
日時：12/26（日）
① 10:30 ～　② 13:00 ～
定員：各 15 名
持ち物：花切りバサミ、持ち帰り用袋
参加費：3,700 円（花代含む）
締切：11/25（木）
申込先：市民会館☎㊸ 0160

お正月用フラワーアレンジメント

リラクゼーションストレッチ、呼吸
法で心身をリフレッシュ。定員 20 名
※センター新規利用者優先
日時：1/17 ～ 3/7 の毎週月曜日（8
回 コ ー ス）10:00 ～ 11:30 ※ 1/17 は
保健師の講話「心の健康づくり」も実施
対象：概ね 40 ～ 69 才の方
申込み：11/22（月）～ 12/3（金）
申込先：国保健康課☎㊷ 8723

こころの健康
リラクゼーション教室

家族で蓮根掘りの体験をしてみませ
んか。個人でも可能です。希望の方
は下記まで申し込みください。
日時：11/21（日）※雨天順延
午前の部 09:30 ～ 11:30
午後の部 13:00 ～ 15:00
場所：加西市大工町 383
参加費：大人 300 円、
　　　　小学生以下 100 円
持ち物：長靴、ゴム手袋、タオル、
ミツコ、スコップ等
申込先：大工町区長（神田定秀）
☎㊺ 0515　℻㊺ 0877

蓮根掘り参加者募集

心あたたまる、ほのぼのとした物語
「ふしぎの森のヤーヤー」。人形劇団
「えりっこ」がリズミカルに、そし

てダイナミックにお送りします。
日時：11/20（土）13:30 開場、
14:00 ～ 15:00
場所：市民会館コミセン娯楽室
参加協力費： 入会金 300 円、会員費
月 800 円、 但 し 3 ヵ 月 は 続 け て 下
さい。会員は参加費無料。会員外は
参加協力費 500 円（3 才以下無料）
申込先：加西おやこ劇場☎㊸ 0830

（火木金 10:00 ～ 15:00）

加西おやこ劇場舞台鑑賞会
「ふしぎの森のヤーヤー」 愛の光幼稚園保護者会「愛の光コー

ラス」のクリスマスコンサート。入
場無料
日時：12/4（土）19:00 ～
場所：アスティアかさい 3 階
問合先：愛の光幼稚園☎㊽ 2733

愛の光コーラス X'mas ライブ

受刑者の制作した刑務作業製品の展
示即売会や矯正に関する資料展示や
施設見学を行います。また、久保利
明棋王・王将も来場予定。
日時：11/27（土）10:00 ～ 16:00
場所：播磨社会復帰促進センター

（加古川市八幡町宗佐 544）
問合先：同センター
☎ 079-430-5503

はりま矯正展

鎌倉期の石棺仏や、室町期の赤松一
族にゆかりの遺構等、多くの歴史遺
産が残る歴史の町、北条町小谷。ガ
イドの案内で訪ね往時を偲びません
か。※小雨決行・当日参加可
日時：12/9( 木 ) 9:30 ～ 12:00
集合：加西市観光案内所
コース：初級向き　往復約 5km
参加費：300 円（保険料・その他）
申込先：観光案内所☎㊷ 8823

ふるさと再発見ハイキング
赤松所縁の小谷城址と石仏探訪

くらし

11 月は児童虐待防止推進月間
児童虐待に関する相談対応件数は
年々増加しており、子どもの命が奪
われる悲しい事件も後を絶ちませ
ん。児童虐待問題は社会全体で解決
すべき重要な課題であり、児童虐待
について認識を深めることが大切で
す。期間中、全国的に啓発活動（オ
レンジリボン・キャンペーン）が行
われます。
児童虐待は早期発見が大切です。「お
や？」と気になることがありました
ら迷わず連絡ください。
■児童虐待での緊急連絡先
　兵庫県中央こども家庭センター
　☎ 078-923-9966
　児童虐待 24 時間ホットライン
　☎ 078-921-9119
問合先：社会福祉課☎㊷ 8709

見すごすな
幼い子どもの SOS

多文化共生ルーム「グローバルフレ
ンズ」で上記展示を開催中。
日時：11/28（日）まで
場所：アスティアかさい 3 階　地域
交流センター
■ブラジル料理教室「パステルを作ろう」
日時：11/21（日）10:30 ～ 12:30
定員・参加費：10 名、300 円
■ラテン音楽ミニライブ「ボサノバ
とサルサを中心に」参加費無料
日時：11/21（日）14:00 ～ 15:00
※ブラジルコーヒーと珍しいお菓子つき
問合先：自治参画課☎㊷ 8706

多文化共生ルーム
「ブラジルの歴史と文化展」

■広告事業者募集
加西市では、財源確保対策の一環として、市が発行する
印刷物（広報かさい、公用封筒、窓付き封筒、窓口用封
筒等）や市ホームページに企業広告を導入しています。
詳細については、下記にお問い合わせいただくか、市ホ
ームページの「広告募集中」をご覧下さい。
問合先／財務部財政課☎㊷ 8704

播州歌舞伎

現在、市の将来設計図である第 5 次
加西市総合計画の策定を進めていま
す。市内各種団体代表や分野毎の有
識者等からなる審議会を次の通り開
催。是非とも傍聴にお越し下さい。
日時：11/24（水）14:00 ～
場所：健康福祉会館 2 階研修室
問合先：経営戦略室☎㊷ 8700

総合計画審議会傍聴のご案内



輸血医療にかかせない血液を患者さ
んにお届けするため、多くの皆様の
ご協力をお願いします。
※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。
■市内献血のご案内
日時・場所：12/16（木）
10:00 ～ 11:30 加西市消防本部
14:30 ～ 16:00 市 立 加 西 病 院 ※ 受 付
場所は健康増進センター
問合先：国保健康課☎㊷ 8723

献血は身近にできる
ボランティア

16 17

H23.1/22（土）に、市健康福祉会館で
古本市を開催します。ご自宅で読み終
えた本などの提供をお願いします。
受付期間：H23.1/7（金）まで
9:00 ～ 17:00 受 付（ 土 日・ 祝 日 と
12/28 ～ 1/3 は除く）但し、12/18（土）
9:00 ～正午は受付あり
受付場所：健康福祉会館
提 供 物： ビ デ オ、DVD、CD、 ゲ ー
ムソフト、文庫本、新書、単行本、
コミックマンガ、絵本、専門書、全
集など（雑誌、週刊誌、教科書、名
前を書いた物、落書きのある物、汚
損のひどい物はご遠慮ください。）
問合先：ボランティアのつどい実行
委員会 ☎㊸8133 　℻㊷6658

古本市への提供
ご協力お願いします

地域・団体等でのクリスマス行事や
イベントに、心が和む場づくりとし
てサンタの衣装を貸し出します。
貸出期間：原則 5 日間以内
受付：平日 9:00 ～ 17:00（土日祝日
除く）※電話受付可
貸出及び返却場所：健康福祉会館
貸出対象：加西市内在住又は在勤の
方で団体を優先（三世代ふれあい、
いきいきサロン、地域団体等）
貸出し品：サンタの衣装　１セット

（上着・ズボン・ベルト・ひげ・プ
レゼントを入れる白い袋・メガネ・
帽子・クリスマスソングテープ）　
※ 7 セットは用意していますが、 予
約多数の場合はお断りすることがあ
ります。
使用料：無料
問合先：加西市社会福祉協議会　地
域福祉課☎㊸ 8133　℻㊷ 6658

サンタの衣装を貸し出します

精神障害者が地域で暮らしやすい社
会を目指して、当事者の自立や社会
復帰に必要な家族、支援者などの役
割について学び、精神障害者への正
しい理解を深めましょう。
日時：12/16（木）13:30 ～ 15:40
場所：三木市教育センター（三木市
福井 1933-12 ☎ 0794-83-2020）
内容：フォーラム「病とのつき合い
方、生き方～当事者の体験から学ぶ」
費用：無料・申し込み不要
問合先：ほのぼの会（やすらぎ工房
内）☎ 0794-85-9990

北播・丹波地区
精神保健福祉研修会地域の聴覚障害者や

その家族、関係者か
らの結婚、育児、職業、
教育等さまざまなご
相談にお応えします。
相談員は聴覚障害者当事者ですが、
聞こえる方のご相談もお伺いしま
す。手話通訳あり。
日時：12/21（火）10:00 ～ 16:00
場所：加西市役所１階多目的ホール
費用：無料・申し込み不要
問合先：社会福祉課障害者支援担当
☎㊷ 8725　℻㊸ 1801

ろうあ者悩みの相談室

システム機器等の全面入替え作業に
伴い、「電子申告」などの eLTAX に
関する全てのサービスを一時停止し
ます。
サービス停止期間：
11/18（木）～ 25（木）
問合先：eLTAX サポートデスク
☎ 0570-081459

電子申告（eLTAX）のサービス
一時停止

会議は傍聴も可能ですので、規則に
基づいて傍聴してください。
日時：11/25（木）10:00 ～
場所：市役所 1 階多目的ホール
問合先：教育総務課☎㊷ 8770

加西市第11回定例教育委員会

飼い犬は狂犬病予防法に基づき、市
への登録と年 1 回の狂犬病予防注射
の接種が義務づけられています。
平成 22 年 3 月以降で、予防注射が
まだの飼い犬は、至急動物病院での
接種をお願いします。
問合先：環境創造課☎㊷ 6620

狂犬病予防注射は
お済みですか？

未就園児の親子（1 ～ 4 才児）を対
象に園庭開放を開催。
日時：11/25（木）10:00 ～ 11:30
場所：市立宇仁幼児園　園庭　他
持ち物：水筒 ･ 帽子・お手拭・着替
えなどをご持参ください。保険代 1
人 50 円を当日集金。
申込締切：11/22（月）まで
申込先：宇仁幼児園☎㊺ 1524

第4回うにっこランド

日時：12/14（火）10:00 ～ 11:30
場所：北条南保育所
対象：在宅育児中の保護者と子ども
費用：傷害保険料として参加者一人
あたり 50 円
申込先：北条南保育所☎㊷ 3162

保育所であそぼう !参加者募集

平成 22 年度町ぐるみ健診
において歯周疾患検診を実
施 し た と こ ろ 20 ～ 80 歳
代の 265 名が受診、内 188
名の方が要治療と判定されました。
治療が必要な内訳は歯周病 38.9％、
歯石 36.2％、むし歯 27.9％でした。
歯周病は高血圧や糖尿病と同じよう
に食生活やストレスなど毎日の生活
習慣の影響を受ける生活習慣病で
す。 健 康 な 口 を 保 つ た め に も 歯 磨
き・よく噛む習慣、そして年に 1 度
は歯科健診も受けましょう。
問合先：国保健康課☎㊷ 8723

歯周病は生活習慣病

薬物の乱用は、あなたとあなたの周
り の 社 会 を ダ メ に し ま す。 覚 せ い
剤・麻薬・大麻などの薬物乱用の恐
ろしさを理解し、みんなで乱用を防
止しましょう。
■相談窓口機関一覧表
　兵庫県薬務課☎ 078-362-3270
　兵庫県立精神保健福祉センター
　☎ 078-252-4980
　神戸市こころの健康センター
　☎ 078-672-6500
　加東健康福祉事務所
　☎ 0795-42-5111

麻薬・覚せい剤乱用防止運動
10月1日～ 11月30日

平成 22 年度国民健康保険税（普通
徴収）5 期の納期限は 11 月 30 日（火）
です。
問合先：税務課税制担当☎㊷ 8712

納期内完納にご協力を

大学・短大・高専・専
修学校卒業予定者、一
般求職者が対象です。

（参加無料）
■就職面接会
企業人事採用担当者と直接面接・相
談ができます。※当日は必ず履歴書
をご持参下さい。
日時：11/26（金）13:30 ～ 15:30
受付 13:00 ～※事前申し込み不要
場所：アスティアかさい 3 階
参 加 企 業：11 社（予定） 加西地区
で正社員採用予定がある企業
主催：加西市雇用開発福祉協議会

（商工会議所内）
問合先：加西商工会議所☎㊷ 0416
■就職・雇用相談会
県の地域雇用相談員が就職・雇用等
全般について相談に応じます。
日時：11/26（金）13:00 ～ 16:00
※事前申し込み不要
場所：アスティアかさい 3 階集会室
問合先：ふるさと営業課☎㊷ 8715

加西地区合同就職面接会と
就職・雇用相談会

障害がある人もない人も暮らしやす
いまちについて考えましょう。
日時：12/11（土）13:30 ～ 15:00、
開場 13:00
場所：健康福祉会館 2 階研修室 1・2
講師：玉木幸則さん（自立生活セン
ター・メインストリーム協会副代表）
参加費：無料
※手話通訳・要約筆記・託児（先着 5
名まで）あり。当日参加も可能
申込先：加西市障害者（児）相談支
援センターやすらぎ☎㊷ 6708

講演会「障害がある方の
地域生活を考える」

1970 年代から 1980 年代にかけて、
多くの日本人が不自然な形で姿を消
し ま し た が、 こ れ ら の 事 件 の 多 く
は、北朝鮮による疑いが持たれてい
ます。拉致問題の早期解決は、加西
市民の心からの願いです。
問合先：ダイバーシティ推進課
☎㊷ 8727

北朝鮮人権侵害問題啓発週間
12月10日～ 16日

相続、贈与等により取得した生命保
険契約や損害保険契約等に係る所得
税の取扱いを改めることとしました。
この変更により、所得税の還付を受
けることができる場合があります。
詳しくは、国税庁ホームページか、
下記までお問い合わせください。
問合先：社税務署☎ 0795-42-0223

税務署からのお知らせ

シベリア戦後強制抑留者に対する特
別給付金の請求受付が、10 月 25 日（月）
から始まりました。
受付期間：平成 24 年 3 月 31 日まで
対象は戦後強制抑留者で平成 22 年 6
月 16 日に日本国籍を有するご存命の
方です。当基金から請求書類をお送
りしますが、まだ、お手元に届いて
いない方は、下記までお電話下さい。
問合先：独立行政法人平和祈念事業
特別基金事業部特別給付金担当
☎ 0570-059-204（ナビダイヤル）
受付：平日 9:00 ～ 18:00

戦後強制抑留者の皆様へ

12 月 4 日から 10 日までの１週間は「人
権週間」。神戸地方法務局社支局と社人
権擁護委員協議会加西部会は、次の通
り特設人権相談を開設します。人権問
題（差別的取扱い・いやがらせ・いじ
めなど）でお悩みの方は、お気軽にご
相談下さい。無料・秘密厳守。
日時・場所：12/7（火）
10:00 ～ 12:00 アスティアかさい 3 階 
 会議室
10:00 ～ 15:00 市民会館コミセン 1 階
問合先：ダイバーシティ推進課
☎㊷ 8727

第62回人権週間
特設人権相談を開設

11 月 15 日から平成 23 年 2 月 15 日ま
での間（シカ・イノシシについては平
成 23 年 3 月 15 日まで延長）、狩猟が
解禁となります。狩猟は、個人的な趣
味として楽しむことのほか、鳥獣の個
体数調整を通じて農林水産業の被害を
防止する役割も持っています。ご理解
いただき、事故防止にご協力をお願い
します。
■入山者の皆さんへ
自分の存在を狩猟者に知らせるため、
目立つ服装や携帯ラジオをかける等
工夫をお願いします。休日は特にハ
ンターが集中しますので、注意して
下さい。不要な入山は控えて下さい。
■狩猟者の皆さんへ
ルールを守って無事故・無違反に努
めましょう。
問合先：農政課☎㊷ 8741

狩猟解禁に伴う事故防止



上記実施場所：健康増進センター

★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。

■ 2 か月児（先天性股関節脱臼）健診 
日時：11/22（月）13:00 ～ 13:45
対象：平成 22 年 9 月生まれの乳児
■ 4 か月児健診
日時：12/7（火）13:00 ～ 13:45
対象：平成 22 年 7 月生まれの乳児
■ 1 歳 6 か月健診 
日時：12/14（火）13:00 ～ 13:45
対象：平成 21 年 6 月生まれの幼児
■ 2 歳児教室
日時：11/24（水）13:00 ～ 13:15、

14:00 ～ 14:15  
対象：平成 20 年 11 月生まれの幼児
■ 3 歳児健診
日時：12/21（火）13:00 ～ 13:45 
対象：平成 19 年 10 月生まれの幼児
■乳幼児保健相談
日時：12/24（金）13:00 ～ 13:30 
対象：希望者
■離乳食講習会（予約制）
日時：12/16（木）13:00 ～ 13:30  
対象：7 ～ 8 か月の乳児の保護者
定員：15 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）  
日時：H23.1/6（木）13:00 ～ 13:30
対象：妊娠 5 か月以降のママ、育
児協力者 

■行政相談　 13:30 ～ 15:30  　（☎㊷8739）
　12/7（火）　市民会館
■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  
　11/25（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  
　12/9（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・女性相談（母子家庭等に関する相談）　 8:30 ～ 17:15  
　月～金曜日　市役所  社会福祉課 （☎㊷8709）
■女性出前チャレンジ相談　14:00 ～ 15:00 ～ 16:00 ～  要予約
　11/27（土）アスティアかさい3階男女共同参画センター☎㊷0105
■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）
■高齢者に関する相談　 8:30 ～ 17:00  
　月～金曜日　市役所2階地域包括支援センター（☎㊷7522）
■ボランティア相談　 13:30 ～ 15:30  
　12/2（木）　健康福祉会館ふれあいの間１
　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  
　11/15、12/20（月）　加東健康福祉事務所  （予約制、匿名、原則無料）
　加東健康福祉事務所健康管理課（☎0795㊷9365）
■税理士による無料税務相談　 13:00 ～ 16:00  
　11/18、12/2（木）市役所5階小会議室　近畿税理士会社支部（☎㊾1897）
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乳 幼 児 健 診

問合先：国保健康課☎㊷8723

相　談
　　　  は受付時間です

お  く  や  み

11月21日（日）　おりた外科胃腸科医院　（北条町☎㊷6000）
11月23日（火）　荒 木 医 院　（北条町☎㊸9711）
11月28日（日）　つ つ み 神 経 内 科　（野上町☎㊺2050）
12月 5日（日）　み の り ク リ ニ ッ ク　（下宮木町☎㊾8470）
12月12日（日）　西 村 医 院　（中野町☎㊾0001）
12月19日（日）　小 野 寺 医 院　（王子町☎㊽3737）
12月23日（木）　北 条 田 仲 病 院　（北条町☎㊷4950）

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。

敬称略。10月1日～ 31日届出・掲載承諾分

死亡者 年齢 喪主 町名

小池音治 88 小池太郎 下万願寺町
友井たまの 93 伊藤高行 東笠原町
髙橋　弘 81 髙橋　求 北条町西高室
小苗さく子 95 小苗勝正 北条町小谷
仲田忠雄 82 仲田五郎 満久町
古家しげ子 84 梅田敏子 吉野町
西井政行 81 西井　稔 福住町
南古タケノ 86 南古定勝 池上町
辻井幸次 75 辻井美代子 山枝町
伊藤ちゑ子 81 伊藤邦昭 北条町古坂
大野道雄 64 大野幸輝 北条町栗田
西川増彦 66 西川修三 朝妻町
釜田なを江 82 釜田健一 若井町
高橋洋子 61 高橋武史 和泉町
山本あい子 89 山本貞一 倉谷町
山本千代子 85 岸本忠昭 段下町
宮長つゆ子 82 宮長辰雄　 谷町
豊田平八郎 87 豊田弘樹 北条町東南
和田真理奈 38 和田洋子 北条町本町
長谷川和代 70 長谷川清一 繁昌町
青山喜美子 77 青山隆之 殿原町
小嶋英子 75 小嶋一男 下宮木町
織田壽夫 69 織田信彦 北条町古坂
高見克巳 87 高見克幸 北条町南町
本岡　護 72 本岡征子　 北条町東高室
朝田勇美 88 朝田勝幸 別府町甲
内橋智壽代 75 内橋　勲 別所町
荒木マシ 88 荒木英夫 吉野町
馬頭すぎゑ 84 馬頭正巳 北町
松本都志子 68 松本康憲 北条町黒駒
三木武二郎 88 三木哲男 西野々町
東　文夫 73 東　幸雄 網引町
吉田弘美 79 吉田政敏 中野町
頃安岩夫 76 頃安孝雄 北条町横尾
喜田正巳 79 喜田節子 福居町
小谷ひさゑ 92 早足　弘 中野町
宇高輝雄 85 宇高三生 上芥田町
三船英夫 68 三船　哲 鎮岩町
森井　秀 82 森井弘一 三口町
富永初子 98 富永　正 中富町
小谷順治 87 小谷　正 東笠原町

※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。

■母子健康手帳の交付申請【印鑑、
妊娠届出書（産院でもらった方のみ）】
■妊婦健康診査費の助成申請【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）を持参。母
子健康手帳交付時にも申請可】
対象：妊婦
受付時間：開庁日の 8:30 ～ 17:15
申請場所：国保健康課（市役所 1 階）

募　集
種目：陸上自衛隊高等工科学校生徒

（一般・推薦）
応募資格：15 歳以上 17 歳未満の男
子（H23.4/1 現在）
受付期間：推薦／ H23.1/6（木）まで
　　　　　一般／ H23.1/7（金）まで
※試験日など詳細は下記まで
問合先：自衛隊兵庫地方協力本部青
野原分駐所☎ 0794-66-7959
加西市役所行政課☎㊷ 8702

防衛省学生募集

■附属小学校
募集人員：108 人（附属幼稚園の修
了者のうち，本校に入学を希望する
者を含む）
出 願 資 格：H16.4/2 ～ H17.4/1 ま で
生まれ、県内に保護者と同居
説明会：11/29（月）13:30 ～
同校多目的ホール
出願期間：H23.1/5（水）～ 7（金）
問合先：附属小学校事務室
☎ 0795-40-2218
■附属中学校
募集人員：120 人（附属小学校から
の連絡進学者を含む）
出願資格：H23.3 に小学校を卒業見込
みで、県内に保護者と同居している
説明会：11/25（木）13:30 ～
同校北館１階
出願期間：H23.1/6（木）～ 12（水）
※土日祝日除く
問合先：附属中学校事務室
☎ 0795-40-2224

平成23年度兵庫教育大学附属
小学校・中学校募集

放送大学はテレビなどの放送を利用
して授業を行う通信制の大学です。
詳しい資料を無料送付いたしますの
で、お気軽にお問合せください。
放送大学ホームページでも受け付け
ています。
出願：11/15（月）～ H23.2/28（月）
問合先：放送大学姫路サテライトス
ペース☎ 079-284-5788

放送大学4月生募集

募集人数：20 名程度
受付期間：12/10（金）～ H23.1/7（金）
※当日消印有効
試験日：H23.1/21（金）・22（土）
試験場所：播磨看護専門学校
受験手続：①申込書類は、播磨看護
専門学校で配付。郵便で請求される
場合は、200 円切手を貼った宛先明
記の返信用封筒 ( 角形 2 号 ) を必ず
同封してください。
②申し込みは、郵送のみ受付。申込
書類を下記まで
問合先：播磨看護専門学校事務課

（〒 673-1451 加東市家原 812-1）
☎ 0795-42-3961

播磨看護専門学校入学試験
一般入学試験

配偶者からの暴力対策基本計画策定
のため、策定委員会を有識者、保健
医療、地域住民、関係行政機関を構
成員として設置します。そこで地域
住民の選出委員について市民のみな
さまから委員を募集します。
募集期間：11/30（火）まで
募集人数：2 名程度
応募資格：市内に住所を有する方、
もしくは加西市に勤務されている方。
※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：委嘱の日から 1 年。
委員会は期間内に 3 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：募集期間内にに、応募申込書
に必要事項を記入し、「真の男女平
等とは何か」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☎㊷ 8709
℻㊸ 1801　fukushi@city.kasai.lg.jp

加西市配偶者等からの暴力対策
基本計画策定委員会の委員募集
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● 加西市ホームページ　http : //www . city . kasai . hyogo . jp

● 加西市の市外局番は 0790 です。誌面では省略しています。

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  財政課☎ 0790 ㊷ 8710

ふるさと納税は加西市に

コスモス（田原町）

「加西市史」刊行完了記念シンポジウム
■「加西市史」最新巻
　「第七巻史料編 1（考古）」販売中
　加西の考古学研究の歴史や、時代ごとの遺
跡の概観をはじめ、市内で確認されている
700 件を超える遺跡の中から、時代や性格を
もとに厳選した遺跡（164 件）を、写真や図
を交え詳細な解説を加え紹介しています。
販売価格／ 4,500 円  ※郵送可（送料 450 円）

販売場所／市史編集室（市団体事務所）、教
育委員会事務局、地域交流センター、市内公
民館、西村書店・毛利書店

【問合先】　市史編集室☎㊸0161

【問合先】　自己実現サポート課☎㊷8775　℻㊸1803　koryu@city.kasai.lg.jp

「戦争遺産をまちづくりにどう活かすか」   歴史遺産活用シンポジウム

■記念シンポジウム「加西の昔を現代に活かし、未来につなげる」
　いよいよ最終巻（平成 23 年 3 月完成予定）を発刊し刊行完了する「加
西市史」に先立ち、歴史遺産と史料の活用や今後の郷土史研究における
行政の役割について考えるシンポジウムを開催します。

市史に掲載の奈良時代の土器（鴨谷遺跡）

日時／ 11 月 21 日（日）13:00 ～ 16:30（開場 12:30）
場所／アスティアかさい 3 階多目的ホール
定員／ 90 名（当日先着順）、参加費 500 円

第一部　基調講演　「歴史遺産の活用と観光まちづくり」
講師　　　　　　　  福本賢太さん（神戸夙川学院大学観光文化学部准教授）
第二部　パネルディスカッション
　　　　「加西の昔を現代に活かし、未来につなげる提言」
コーディネーター　  山﨑　整さん（神戸新聞社姫路支社長）
パネリスト　　　　  福永文夫さん（加西市史編さん委員会委員長）
　　　　　　　　　  尾瀬耕司さん（兵庫ヘリテージマネージャー）
　　　　　　　　　  松下正和さん（神戸大学大学院人文学研究科特命講師）
　　　　　　　　　  福本賢太さん（神戸夙川学院大学准教授）
　　　　　　　　　  吉田賢三さん（加西市観光まちづくり協会職員）

日時／ 12 月 5 日（日）　13:30 ～ 16:30
場所／健康福祉会館大ホール
定員／ 400 名（事前申込不要）、参加費無料

基調講演　　　　　「鶉野飛行場の歴史的意義・価値」
　　　　　　　　　  高岡裕之さん（関西学院大学文学部教授）　　
パネリスト報告　　「鶉野飛行場に残された施設」
　　　　　　　　　  上谷昭夫さん（鶉野平和祈念の碑苑保存会）
　　　　　　　　　「共同研究の成果－戦争遺跡の活用－」
　　　　　　　　　  佐々木和子さん（神戸大学地域連携推進室研究員）
コーディネーター　  奥村　弘さん（神戸大学人文学研究科教授）

　市は、連携協定を結ぶ神戸大学と共同研究で鶉野飛行場に関する歴史遺産の調査を進
めています。この度、これらの戦争遺産の活用方法を考えるシンポジウムを開催します。

鶉野飛行場跡
姫路海軍航空隊鶉
野飛行場は、優秀
なパイロットを養
成するため、昭和
18 年に完成した旧
日本海軍の飛行場
跡です。
今は、防衛省が管
理し、一部は神戸
大学農学部の敷地
として利用されて
います。


