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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」


