
北条鉄道まつり
北条町の住吉神社で 10月 16 日、「第 4回北条鉄道まつり」が開催され、鉄道グッズなどの販売や、ボランティア駅長らによる縁日コーナーなどで賑わいました。
中でも境内にある勅使塚のまわりをぐるりと運行するミニ SLやミニ新幹線が人気で、計 530人が乗車。秋晴れのもと、親子連れらが小さな列車旅行を楽しみました。

■ふるさと納税は加西市に
■子ども手当の受給には新規申請が必要です
■平成24年度加西市職員採用試験（管理栄養士）
■国民年金保険料は社会保険料控除の対象です
■タイヤロックによる自動車などの差押えを行います
■国民健康保険証が更新されます
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■タウントピックス
■第44回加西市体育大会　各種目の優勝者の皆さん
■平成24年度学童保育園の入園希望者を募集
■加西市 DV 対策基本計画 ( 案 ) について意見募集
■文化財特別展「亀山古墳の副葬品箱」開催
■北条鉄道サンタ列車　今年も運行します
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■第5次加西市総合計画を策定しました p2
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　ピーク時に 5 万 3 千人を超えた加西市の人口は、今や 4 万 8 千人を下回るようにな
りました。総合計画では、住民基本台帳のデータを用いて今後の将来推計人口を示して
います。この将来推計人口によると、15 年後には 4 万人を割り 30 年後には現在の 55
％にまで減少することになります。
　年齢による人口比率では現在、子ども（14 歳以下）の比率は 12.5％、高齢化率（65 歳以上）は 25.8％ですが、30 年後には、
それぞれ 7.8％、44.8％になると推計されます。

　一方、1 人の女性が一生に産む子どもの数の平均値を示す合計特殊出生率は、加西市では 1.21 人（平成 22 年）と全
国平均（1.39 人）に比べて低い数値となっています。

■加西市の年齢による人口比率（%）
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第5次加西市総合計画を策定しました

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

　加西市は、まちの将来の設計図「第 5 次加西市総合計画」を策定しました。
　総合計画は、まちづくりの基本となる最も重要な計画で、様々な計画の上位計
画となるものです。10 年後（平成 23 年度起点）の将来像を設定し、その実現に
向けて、住民はもとより市役所、企業、団体などが、これから取り組むべき方向
を示したものです。
　計画の策定にあたっては、市民アンケート、グループインタビュー、総合計画
審議会、市民参画ワークショップ、パブリックコメントなどで、多くの市民の皆
さまから様々な分野にわたる意見をいただきました。

　市は今後、総合計画に基づき、住民が暮らしやすい、住み続けたいと感じるま
ちづくりを目指して、住民と行政の知恵を集結しながら「地域」主体の将来像を
提案し、その実現に取り組みます。

■総合計画の構成と目標年次
　総合計画は、基本構想・基本計画・実施計画によって構成されています。

構成区分 内容 目標年次

基本構想 目指すべきまちづくり像と基本的な方向性
を明らかにしたもの 平成32年度（10年後）

基本計画 基本構想を実現するための施策を示したも
の 5年ごとに見直し

実施計画 基本計画の施策を実施するにあたり、財政
状況等を考慮した短期計画。予算の指針 3年計画。毎年見直し

■第 5 次加西市総合計画（全 92 頁）
　総合計画は、市ホームページに掲載
しており、ダウンロードすることがで
きます。また、下記の閲覧場所でもご
覧いただくことができます。

【閲覧場所】
経営戦略室（市役所 3階）
市立図書館・地域交流センター
（アスティアかさい 3階）
中央公民館
善防公民館
南部公民館
北部公民館

■総合計画と予算の連動。実施計画の策定へ

　市は現在、「実施計画」の策定に取り組んでいます。5 万人都市再生を目指し、
第 5 次加西市総合計画に位置付けられた施策を効果的に実施するため、財政
規律を保ちながら、社会情勢などを考慮しつつ、各事業の実施時期や事業費
を示し、毎年度の予算編成と連動させます。

　また、向こう 3 年間に優先的に実施すべき事業を毎年度見直しながら策定
することで、総合計画に掲げる各事業の進捗管理を行い、計画期間内に可能
な限りの事業を積極的に実施していきます。

■人口減少とその対策
　上記で示すとおり、加西市の人口は今後も継続的な減少が予測されることから、「人口減少社会」について予め考
えておく必要性が高まっています。人口減少社会は予測する問題として扱うのではなく、住民誰もがそうありたいと
願う将来像の実現に向けて、主体的に自ら何ができるかを論じるべき重要課題として捉える必要があります。
　子どもから高齢者まで、誰もが暮らしやすい、働きやすいと実感できる都市の魅力「加西の元気力」を創造するため、
社会構造の変化とその影響に正面から向き合い、5 万人都市再生に向けて効果的な人口増対策に優先的に取り組みます。

対策（政策・施策）／魅力ある加西の学校教育、小中一貫教育、地域に開かれた学校づくり、企業誘致、安価で良質
な住宅の提供、公共交通機関の充実、地域医療体制の充実、介護予防の推進、出会いを求める若者の応援、裾野の広
い農業の育成、加西の風土を活かした景観づくりなど

■総合計画が掲げる目標と政策

■基本目標「加西の元気力　～加西の良さを活かした元気力の追求～」
　総合計画の基本目標とは、私たちみんなが目指すまちの将来像です。今日よりも明日
がさらによい日であるように、将来も健康で、みんなの元気が加西にあふれるまちを目
指していきます。加西を元気にするには、地元企業の技術力や人材、そして農産物や歴
史資産、観光資源を再発見し、活用することが大切です。
　「加西の良さを活かした元気力の追求」に向けて、住民をはじめ、市役所、企業、NPO など、市内の様々な主体が手
をとりあって、まちづくりを進めていきます。

■基本政策
　目指すまちの将来像（基本目標）を実現するため、総合計画では次の 4 つの視点をもとに 30 施策を掲げています。

人づくりの視点
子どもが元気に育ちいきいきと活動する加西
　将来の元気を創っていくのは今の子ども

達。加西で育ってよかったと思える子育て支援や学校教
育、地域の世代間交流を充実します。
施策／誰もが学べる学習環境づくり、主体的な青少年活動など

産業の視点
雇用と経済が元気を取り戻す加西
　安定した働き場所を確保することは定住人

口の増加にもつながります。事業者の育成、誘致、そし
て地域ブランドの開発や PR にも取り組みます。
施策／地域資源を活用した産業振興、住みよい住環境など

暮らしの視点
誰もがみんな元気で安心して暮らせる加西
　元気に暮らすとは、自分で歩き自分で日常

生活ができることです。子どもからお年寄りまで、誰も
が安心して元気に暮らせるまちづくりを目指します。
施策／防犯・防災のまちづくり、安心できる子育て支援など

環境の視点
地球に優しい環境都市加西
　環境教育や温室効果ガス削減の取り組み等

を通じて、住民による自然環境の保全や資源循環型社会
のまちづくりを進めます。
施策／省エネ・蓄エネ・創エネの推進など

■加西市の最大の課題。少子高齢化・人口減少
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■加西市の将来推計人口
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■ 65 歳以上
■ 15 ～ 64 歳
■ 14 歳以下

14 歳
以下

15 ～
64 歳

65 歳
以上

H18 年 13.6 63.6 22.8
23 12.5 61.7 25.8
28 11.2 57.8 31.0
33 10.1 55.8 34.1
38 9.1 54.6 36.2
43 8.5 52.9 38.6
48 8.2 50.9 40.9
53 7.8 47.4 44.8

※将来人口推計より

■事業実施の流れ

基本構想

基本計画

実施計画 予算

事業実施
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策定中
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毎年見直し
事業の進捗管理
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子ども手当の受給には新規申請が必要です

　法律の変更に伴い、平成 23 年 10 月以降の子ども手当
を受給するためには、これまで子ども手当を受給されて
いた方も、新たに申請が必要となりました。

　申請案内は、11 月上旬に、平成 23 年 9 月末現在で受
給資格のあった方宛に郵送しますので、
到着後、内容を確認の上、申請の手続き
をしてください。

■集中申請受付を開催 
日時／ 11 月 14 日（月）～ 16 日（水）9:00 ～ 17:00
場所／市役所 1 階 旧食堂跡（正面玄関を入って左側）
必要な物／・郵送された認定請求書
　　　　　・印鑑（スタンプ印不可）
　　　　　・請求者本人の健康保険証のコピー
　　　　　・その他、子どもの住所が加西市以外の場合
　　　　　 は、子どもの属する世帯全員の住民票（省略
　　　　　 のないもの）など、個々の状況により、書
　　　　　 類が必要になる場合があります。

※上記日程に来ることができない場合、12 月 16 日（金）
までに社会福祉課⑫番窓口（1 階・南側）で申請手続き
をしてください。郵送での申請も可能です。

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

■郵送対象者
平成 23 年 9 月末現在の子ども手当受給者
※子どもの同居要件などの新たな支給要件によって、平
成 23 年 10 月以降は受給対象外となり、請求者が変更に
なる場合もあります。

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 23 年分所得
税・24 年度住民税の控除対象となります。軽減される額
は、所得税と住民税を合わせて、寄付金額から 2 千円を
引いた額となります（軽減される額には上限があります）。

　ご寄付の仕方や特典などについては、下記までお問い
合わせください。また、市ホームページからでもお問い
合わせいただけますのでご覧ください。

【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 20 日現在で 33 名から 742 万
円のご寄付をいただいています。ふるさと納税を開始し
た平成 20 年度から合計すると 4,913 万円（207 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、魅力
あるまちづくりに活用させていただきます。活用内容に
ついては、市ホームページでご紹介しています。

■年度別ふるさと納税の受け入れ状況
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 80 名 19,845,000 円
平成 23 年度（4～ 10 月 20 日） 33 名 7,420,000 円

合計 207 名 49,130,000 円

■ふるさと納税カタログ
　一定額以上をご寄付いただいた方に、季節に応じて、又は一年を
通して加西の産品（加西ぶどう、トマト、日本酒、ワインなど）を
お送りしています。

■危険業務従事者叙勲 国から、危険性の高い業務に従事した人をたたえ贈られます。

■瑞宝単光章
細川利三郎さん（63）北条町古坂

　法務事務官として昭和 50 年から、34 年余りの長きにわたり、加古川刑務所において職務を
遂行され、受刑者を更生し社会復帰させる矯正教育に尽力された功績が認められました。

■兵庫県自治省・こうのとり賞
　10 月 9 日に加東市滝野文化会館で開催された「北播磨地域子育て応援ネット交流大会」において、より良
い地域づくりに貢献されたとして、次の 2 名が県から表彰されました。

■防犯活動に貢献された 2名が表彰
　10 月 14 日に兵庫県公館で開かれた平成 23 年地域安全兵庫県民大会において、多年にわたり加西市の防犯活動に
大いに貢献されたとして次の 2 名が表彰されました。

■兵庫県自治賞
永吉陵子さん（66）北条町古坂

　平成 19 年 5 月から加西市更生保
護女性会の会長に就任、犯罪のない
明るい社会づくりに取り組まれて
います（なお、平成 23 年 9 月からは、
市公平委員にも就任されています）。

■兵庫県こうのとり賞
宮本智恵子さん（65）北条町古坂

　加西市婦人共励会理事として平
成 21 年北播磨地区若年女子家庭の
つどいの開催に、その経験を惜しみ
なく発揮するなど、こころ豊かな美
しい兵庫の実現に尽力されました。

■近畿防犯協会連絡協議会防犯功労者表彰　　
■全国防犯協会連合会長表彰（防犯栄誉銅章）　

加西市防犯協会賀茂支部長　中川寅夫さん（62）山下町
加西市防犯協会富合支部長　菅野忠司さん（54）常吉町

9月1日就任の新しい教育委員

山田町
元校長
任期　平成 26 年 7 月 21 日まで

内藤堯雄さん（67）

■教育委員会表彰
　10 月 2 日開催の北部公民館「第 36 回ふるさとの
祭典」で、長年にわたり加西市での伝統芸能継承活
動に尽力されたとして次の 2 名が表彰されました。

■別所　孝さん（69）越水町　　加西民謡研究会などを指導　
■遠藤　孝さん（65）馬渡谷町　子ども三味線教室などを指導

■さわやか市民賞・善意の表彰（かしの木賞）
　10 月 2 日、第 44 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。

■さわやか市民賞
■善意の表彰（かしの木賞）

広田雄希くん（17）河内町　　　陸上の世界ユース選手権 3000 メートル 9 位
前田孝之さん（49）繁昌町　　　青少年健全育成活動（九会野球スポーツ少年団）
菅野英之さん（44）鶉野町　　　青少年健全育成活動（九会野球スポーツ少年団）
片岡建雄さん（49）北条町北条　青少年健全育成活動（加西市剣道スポーツ少年団）

■委員としての抱負
　学校、家庭、地域社会の三者が相互に行動連携ができ
るよう、これまでの経験を生かし、微力ではありますが、
ふるさと加西市の教育に尽力できればと考えています。
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平成24年度加西市職員採用試験（管理栄養士）

　加西市は、平成 24 年 4 月 1 日採用の職員を次のとおり募集します。

【申込先】　〒675-2395（住所表記不要）加西市役所総務部人事課（市役所3階）☎㊷8702

■募集職種

職種 採用予定人数 受験資格

管理栄養士 1 名
昭和 57 年 4 月 2日以降に生まれ、管理栄養士の免許を有する人、又は平成 23 年管理栄
養士国家試験に合格し、平成 24 年 4月 1日までに管理栄養士免許取得見込みの人

■受験申込・試験日程

受験申込
提出書類 市所定の受験申込書、エントリーシート及び受験票他（詳細は募集要項をご覧ください）

受付期間
平成 23 年 11 月 1日（火）～ 22 日（火）土日祝除く 8:30 ～ 17:15
持参、又は郵送でお申し込みください。郵送による場合は 22 日必着

試験日程・種目 平成 23 年 12 月 3日（土）　教養試験、論文試験、面接試験

※募集要項や受験申込書は市ホームページからダウンロードできます。また、市役所でも配布しています。

国民年金保険料は社会保険料控除の対象です

　国民年金保険料は、納付した全額が所得税・市県民税の社会保険料控除の対象となります。
　日本年金機構から 11 月初旬に、1 年間に納付した国民年金保険料の額を証明する「社会保険料（国民年金保険料）控
除証明書」（ハガキ）が送付されます。大切に保管し年末調整や確定申告時にご利用ください。

　証明内容は、本年 1 月から 9 月 30 日までに納付され
た国民年金保険料額と、年内に納付が見込まれる場合の
納付見込額です。
　納付忘れなどがある場合、年内に納付すれば今年分の
控除として申告することができます。また万一、控除証
明書を失くしてしまった方は再発行することもできます。
　なお、年の途中から国民年金に加入した場合など、10
月 1 日以降に今年初めて保険料を納付する方については、
24 年 2 月初旬に同様の証明書が送付されます。

【問合先】　市民課年金担当☎㊷8722　℻㊸8045　shimin@city.kasai.lg.jp

■納期内完納にご協力をお願いします
平成 23 年度国民健康保険税（普通徴収）5 期の納期限は 11 月 30 日（水）です。　問合先／税務課税制担当☎㊷ 8712

タイヤロックによる自動車などの差押えを行います

　加西市は、税負担の公平性を確保するため、納期限内に納付がない方に
は、督促状や催告書を送付し、早期の納付を促しています。しかし、再三
の納税催告に応じない方、納付についての誠意が認められない方に対して
は、預貯金・給与・年金・生命保険・不動産などの差押えを行ってきました。

　この度、新たな取り組みとしてタイヤロックによる自動車などの差押え
を行います。これは、タイヤロックで自動車などを運行できない状態にし、
滞納者に自主的納付を促すことを目的として実施します。
　なお、タイヤロック装着後でも納付されない場合は、自動車などを引き
揚げ、インターネット公売などで売却を行い、その売却代金を滞納市税等
に充てることにしています。
　また、諸事情により納付が困難な場合は、納税相談を受け付けしていま
すので、必ず下記の問合先までご連絡ください。

【問合先】　収納課☎㊷8714　℻㊷5700　shuno@city.kasai.lg.jp

■平成23年度第2回加西市インターネットオークション開催
　市税滞納者から差押えた動産をインターネット上で
オークション（公売）を開催します。詳しくは市ホー
ムページをご覧ください。
参加申込／ 11 月 4 日（金）～ 17 日（木）
せり期間／ 11 月 25 日（金）～ 27 日（日）

■動産の下見会
日時／ 11 月 9 日（水）
　　　10:00 ～ 15:00
場所／市役所１階多目的ホール

前回行われた動産の下見会

■タイヤロック
写真（上）のように、
自動車のホイールを
固定し、運行を不可
能にして差押えま
す。

■個人事業税は、所得税、住民税とは別に、個人で事業を行う方にかかる税です
個人事業税の第 2 期分の納期限は、11 月 30 日（水）です。　問合先／加東県税事務所☎ 0795-42-9339

平成24年度市立加西病院職員採用試験（社会福祉士）

　市立加西病院は、平成 24 年 4 月 1 日採用の職員を次のとおり募集します。

【申込先】　〒675-2393（住所表記不要）市立加西病院総務課（病院東館2階）☎㊷2200

■募集職種

職種 採用予定人数 受験資格

社会福祉士 1 名
昭和 51 年 4月 2日以降に生まれ、社会福祉士の資格を有する人で、社会福祉士としての
実務経験が 3年以上ある人

■受験申込・試験日程

受験申込
提出書類 市立加西病院所定の受験申込書、受験票（詳細は募集要項をご覧ください）

受付期間
平成 23 年 11 月 16 日（水）まで。土日祝除く 8:30 ～ 17:15
持参、又は郵送でお申し込みください。郵送による場合は 16 日必着

試験日程・種目 平成 23 年 11 月 27 日（日）　論文試験、面接試験

※募集要項や受験申込書は市立加西病院ホームページからダウンロードできます。また、市立加西病院でも配布しています。

■融資を受けることができる方（次の全てに該当）
・市内に自己の住宅を建築・購入・増改築しようとする方
・市内に 1 年以上居住している勤労者（事業主及び家族

従業員は除く）で、同一事業所に 1 年以上勤務。又は、
市外在住の勤労者で、同一事業所に 3 年以上勤務している方

・年齢が 20 歳以上 60 歳未満の方（ただし、完済時に 76 歳未
満の方）

・市税を滞納していない方
・取扱金融機関の指定する保証機関の保証が受けられる方

■融資の内容
対象 住宅の建築・購入・増改築
限度額 2,000 万円以内
期間 35 年以内

利率 固定金利型　年 2.20％（H23.10.1 ～）
※ただし資金交付時の金利が適用されます。

取扱金融機関 近畿労働金庫北播支店

勤労者に住宅資金を融資します

【問合先】　ふるさと営業課☎㊷8715　℻㊸1802　furusato@city.kasai.lg.jp

　加西市は、勤労者を対象に、住宅の建築・購入・増改
築に必要な資金融資のあっせんを行っています。

■平成 23 年度社会保険料（国民年金保険料）控除証明書
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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

剖検（ぼうけん）承諾も病院を守る支援の一つ ■講演後の対談
　講演後に伊関教授と対談を行い、加西病院は集める
のが難しい臨床研修医はじめ医師看護師達が集まって
いるところが素晴らしいとお誉めの言葉がありました。
ただ、北播磨総合医療センター、加古川メディカルセ
ンターの統合病院を目前に控え、前途は容易でないと
の認識でした。加西病院が志向する中規模であっても
高機能で幅広い診療科を揃え、それらが有機的に連携
して、医療者には安心を患者には安全を提供する体制
を育て遣り甲斐のある病院を築くしか、新築される統
合病院に医療者が移ってしまうのを防ぐ手立てはない
と私も考えています。
■剖検の奨め
　では加西病院を守るために市民にできることは何か。
講演内容⑥の⑴～⑻はもちろんですが、病院が今助け
て欲しい支援を行うことも大切です。
　具体的な事柄になりますが、加西病院では死後病理
解剖（剖検）の不足に苦しんでいます。剖検は、亡く
なった方の体の中を病理解剖で見せて頂き、病気の本
態と治療の結果を知り、明日の医療に活かすための手
段です。また、医療者を育てるための病院として必須
の制度的要件です。加西病院が元気に市民の皆さまに
質の高い医療を届け続けるため、剖検への依頼に是非
ご承諾を頂けますようお願いする次第です。

（ 病院事業管理者・院長　山邊裕 ）

■第 5 回加西病院市民フォーラムを終えて
　9 月 26 日に加西病院市民フォーラムが開催されました。
　市民フォーラムの趣旨は加西病院が地域の中で元気
に発展していけるよう、病院の実情を市民の皆さんに
発信し理解と支援を得ることにあります。今回、自治
体病院の研究者として名高い伊関友伸教授に「地域医
療再生への処方箋」と題した講演を頂きました。加西
市を外側から見た意見が聞けるとあって、たくさんの
市民や議会・行政からの参加を頂くことができました。
■伊関教授の講演
　伊関教授の講演内容は、①今、日本医療の問題は国民
の医療ニーズに対し医療提供力が絶対的に不足している
ことにある、②医療現場では救急やインフォームドコン
セントなど医師の束縛と医療環境の劣化が進んでいる、
③医師人材に余裕があり高度化を進める病院には一層医
師が集まり、逆の病院はますます医師を失って衰退する
二極分化が進んでいる、④このような事態を理解しない
住民による地元病院への不満が地域医療の荒廃に手を貸
している、⑤自治体病院を持つ市では国保地域差指数が
低く、妥当な医療に基づく医療費の節減がなされている、
⑥地域病院を守るために住民ができることは、⑴出来る
だけ地元の病院を受診する、⑵受診は日中に行い夜間休
日の救急受診を減らす、⑶孤立して生きる不安は病院に
受診しても解決しないと知る、⑷自分の健康は生活習慣
を改善することで自ら守る、⑸不安・無理解・人任せが
地元病院を失わせる、⑹自分のことしか考えない住民ば
かりの土地からは医師達が立ち去り、後には病院という
建物だけが残る、⑺医療者への共感を持ち人と人をつな
ぐ取り組みをしよう、⑻地域医療を守るのは市民の努力
次第、というものでした。
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【写真】第5回加西病院市
民フォーラム。自治体病
院研究者として名高い伊
関教授との対談を行いま
した。

　加西市歯科医師会と加西市は、80 歳になっても自分の歯を 20 本残そうという取り組み
「8020 運動」を進めています。今年度、その達成者として次の皆さんが表彰されました。

■ 8020 運動達成者（五十音順）
飯尾　幸　　井澤しづ子　石井利秋　　大西正男　　岡タケノ　　岡　竹博　　小川かめの　小倉長次
織田諏訪子　垣内百合子　金澤義博　　河原正子　　衣笠節夫　　小谷明生　　小東正雄　　繁田達吉
菅野茂和　　高田実巳　　高見千代枝　高見文子　　竹内信照　　谷口とみ子　東一　素　　東羅重光
友藤節雄　　中植　修　　中川岩雄　　西川乃ぶ子　濱口藤子　　原戸靖子　　藤本昭代　　藤本ミヨ子
藤原美千代　堀川貞一　　堀川豊子　　前川鉄次　　森井忠男　　森川正美　　森本多津子　吉開雪男

【問合先】　国保健康課健康担当☎㊷8723　℻㊷7521　kenko@city.kasai.lg.jp

いい歯の代表　8020達成者を表彰
はちまるにいまる

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
　現在お使いの保険証（うす紫色か灰色）の有効期限は、11 月 30
日です。12 月 1 日からの新しい保険証（黄緑色）は簡易書留郵便
で郵送します。

【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㎝）

■保険証が届かない場合
　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。

■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（後発医薬品）希望カードの 3 点です。

「敬老月間ふるさ
と芸能大会」で、
達成者を表彰。

大腸がん検診・乳がん検診・子宮がん検診を受けましょう

【問合先】　国保健康課健康担当☎㊷8723　℻㊷7521　kenko@city.kasai.lg.jp

　大腸がん検診をより多くの方に受けていただ
くため、国のがん検診推進事業として右の年齢
の方を対象に大腸がん検診無料クーポン券と検
診手帳を 10 月初旬に送付しています。ぜひこ
の機会に検診を受け、健康管理にお役立てくだ
さい。対象の方で、クーポン券が届いていない
場合は下記までご連絡ください。
　また、乳がん検診、子宮がん検診についても
対象の方に 5 月末に無料クーポン券を送付し
ています。まだ検診を受けていない方は、早め
に指定の医療機関で検診を受けてください。

■検診無料クーポン券対象者

大腸がん検診
昭和 45 年 4月 2日～ 46 年 4月 1日生まれ
昭和 40 年 4月 2日～ 41 年 4月 1日生まれ
昭和 35 年 4月 2日～ 36 年 4月 1日生まれ
昭和 30 年 4月 2日～ 31 年 4月 1日生まれ
昭和 25 年 4月 2日～ 26 年 4月 1日生まれ

乳がん検診

子宮頸がん検診

平成 2年 4月 2日～ 3年 4月 1日生まれ
昭和 60 年 4月 2日～ 61 年 4月 1日生まれ
昭和 55 年 4月 2日～ 56 年 4月 1日生まれ
昭和 50 年 4月 2日～ 51 年 4月 1日生まれ
昭和 45 年 4月 2日～ 46 年 4月 1日生まれ

※検診無料クーポン券の有効期限は平成 24 年 2 月末日です

健康講習会「循環器の疾患について」を開催

【問合先】　健康増進センター☎㊷3621

　加西市医師会の先生を講師に招き、健康に関する講習会
を開催します。
　今回は、冬場に特に注意する必要があ
る循環器の疾患についてお話していただ
きます。

日時／ 11 月 24 日（木）　13:30 ～ 15:00
場所／健康増進センター（市立加西病院敷地内）
講師／安積　啓　医師（加西市医師会　安積医院）
定員／ 50 名（先着順）　参加無料
申込／下記へ電話でお申し込みください

11月8日は「い
い歯の日」。皆さ
んも8020を目指
し、健康な歯を
保ちましょう。

見　本

【お詫びと訂正】広報かさい 10 月号 7 頁に掲載しました「特定不妊治療費助成事業」について、「平成 23 年 9 月以降の
兵庫県特定不妊治療費の助成決定分から助成対象になります」は誤りで、正しくは「平成 23 年 10 月以降」でした。お
詫びして訂正します。



　宇仁小学校新グラウンドをメイン会場に 10 月 23 日、今年で 4
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」が開催されました。
　約 500 人の参加者は、地域をめぐる 3 つのコース（最長約 8㎞）
に分かれ散策、沿道に咲く満開のコスモスを楽しみながら心地よ
い汗をかきました。また、メイン会場では、宇仁の朝市も行なわ
れ、地元の新鮮野菜を買い求める客で賑わいました。

満開のコスモス畑。宇仁の里をウォーキング
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　この秋、田原保育園横の田に、園児達 17 人が作った可愛い「か
かし」17 体が設置され、道行く人達を和ませました。
　同園の近くに住む橋爪貞章さん（田原町）が胴体などを作り、
園児らが顔を描き、持ち寄った帽子や衣服などを着せて、一体ご
とに違った作品に仕上げました。
　「かかし」が守った田では 10 月 8 日、園児と家族で稲刈りが
行われ、みんなで収穫の秋に感謝しました。

田原保育園の手作り「かかし」17体

　2012 年成人式実行委員会は、新成人全員で社会貢献に取り組
もうと、ペットボトルのキャップ回収を始めました。
　ペットボトルのキャップは、800 個で 20 円になり、１人分の
ポリオワクチンを購入することができ、貧困に苦しむ世界の子ど
もたちへの支援活動につなげます。
　実行委員会は、手作りの回収箱を、市役所（中央玄関）、小・
中学校（一部）、北条町駅に設置。新成人をはじめ、地域の人々
にも協力を呼びかけています。

社会貢献「ペットボトルのキャップを回収します」

　この度、鶉野中町花家族の会（尾花幸雄会長・会員 28 人）の
活動が、農林水産省と国土交通省が提唱する「第 21 回全国花の
まちづくりコンクール」で、全国 1,415 点の応募の中から「花の
まちづくり入選」を受賞しました。
　同会は、住民同士の交流を深め、花で地域おこしをしようと平
成 19 年に結成。自ら整備した沿道広場に花壇を設置した緑化活
動や、地域に今も残る地下防空壕跡のギャラリー再利用などに取
り組まれています。

花によるまちづくり「鶉野中町花家族の会」

　江戸時代に宿場町として栄えた北条町北条地区一帯で 10 月
15・16 日、「北条の宿はくらんかい」が開催されました。
　今年で 4 回目を迎える同イベントは、かつてのにぎわいを取り
戻そうと、地域住民が主体となり企画・運営。まち中にある寺や
神社で芸能などが披露され、空き家、空き店舗を利用してカフェ
やギャラリーがオープンしました。2 日間で市内外から約 1 万 8
千人が訪れ、まち中が賑わいました。

まちなかで多彩なイベント「北条の宿はくらんかい」

　玉丘町の長倉池で 10 月 3 日、播磨農業高校サイエ
ンス部 6 人と富合小学校 3 年生 33 人が、絶滅危惧種ミズトラノ
オの観察会を開きスケッチなどを行いました。
　長倉池はミズトラノオが確認できる数少ない自生地で、この
水生植物を保護しようと、昨年からサイエンス部と同小学校の
児童たちとが連携して、人工増殖などの研究に取り組んでいま
す。その取り組みが評価され 8 月には第 18 回コカ・コーラ環境
教育賞次世代支援部門優秀賞を受賞しました。

希少植物「ミズトラノオ」で環境学習

　アスティアかさい 3 階の地域交流センターで 10 月 11 日から
16 日にかけて、加西市美術家協会展が開催されました。
　会場には、同協会（山本喜容子会長）の会員 50 人が日本画、洋画、
書道、彫塑、写真、工芸の 6 部門にわたる多彩な作品約 70 点を
出展。日展などで活躍する画家の作品も展示されました。
　来場者は、お気に入りの作品の前で立ち止まり、熱心に観賞し
ていました。

市内画家達の力作展示「加西市美術家協会展」

　九会幼稚園前の「にこにこ畑」で 10 月 4 日、園児 42 人とそ
の祖父母 30 人が一緒にサツマイモの収穫を楽しみました。
　同園は、祖父母からいろいろなことを教わり栽培を通して収穫
の喜びを味わおうと毎年開催。園児達が 6 月につるをさし、地域
の方がボランティアで草刈りなどの管理を行なってきました。
　待ちに待った収穫のこの日、園児らはスコップで土を掘り返
し、サツマイモが現れると大きな歓声を上げました。

九会幼稚園のサツマイモ掘り

▲収穫されたサツマイモは「おいもパーティー」などに使
われました。

▲播磨農高の生徒の解説のもと、どんな花が咲いているのか
など、観察ノートに熱心にスケッチする児童達。

　北条高校 1・2 年生 388 人が 10 月 21 日、加西病院やフラワー
センターなど市内 20 か所で、ゴミ拾いなどの清掃活動を行いま
した。
　同校では、奉仕活動で地域に貢献しようと毎年実施しており、
市役所周辺では約 60 人が竹箒で落ち葉を集め道路などを清掃。
生徒達は、通りすがりの方とも挨拶を交わすなど、礼儀正しく協
力しながら活動に取り組みました。

北条高校生が地域貢献クリーンキャンペーン

▲歴史的な町家が残る通りを散策する参加者。

▲迫力ある大きな作品も展示。

▲北条町駅に回収箱を設置する同実行委員長の石原正隆さ
ん（朝妻町）。

▲自ら作った「かかし」と記念撮影する園児達。

▲同町内の沿道広場の花壇で作業をする会員の皆さん（10/8）。▲市役所周辺の道路を清掃する生徒達。

       タ
ウ

ン
トピックス　       ま ち の

出
来

事

▲最優秀賞の村崎さん（左）と各受賞者の皆さん（10/16）。
「ねっぴー」は今後、多方面での活躍が期待されます。

　　加西商工会議所青年部が、加西の魅力を PR するキャ
ラクターを募集。応募総数 146 点の中から最優秀賞に「ねっぴー」と、
優秀なデザインとして次の皆さんが選ばれました。
■最優秀賞 　　　
■加西市長賞　　　　　　　　　
■兵庫みらい農業協同組合長賞
■加西商工会議所会頭賞
■加西 YEG 賞　　　　　　　　　高見優里　　（日吉小 5 年）

小林麻由菜　（九会小 3 年）

加西のゆるキャラ「ねっぴー」誕生

村崎哲也　　（三口町）
中安香織　　（東剣坂町）
古川純子　　（北条町栗田）
小川孝子　　（加古川市）
　　

▲沿道に咲き並ぶコスモス。
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第45回加西市文化祭「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

■一般の部／市長賞
俳句 太田省三 大阪府池田市
短歌 板井ちさ代 網引町
川柳 城谷幸子 北条町西高室

■ジュニアの部／市長賞
俳句 辻　七海 泉中 3年
短歌 頃安夏帆 日吉小 5年
川柳 別所邦彦 泉小 4年

■ジュニアの部／教育委員会賞
俳句 田村晃慈 善防中 3年

難波千聖 下里小 6年
短歌 西面香邑 富合小 2年

中田　茜 泉中 2年
川柳 尾上翔馬 北条小 6年

高見優里 日吉小 5年

　「一般の部」応募作品及び「ジュニ
アの部」入賞作品を掲載した作品集

「かさい」を 11 月 3 日（木・祝）から、
市内 4 公民館、図書館、教育委員会

（市役所 6 階）で無料配布します（部
数限定）。

■第 44 回市民柔道大会
個人戦　小学生低学年　　　藤原純輝
　　　　小学生中学年　　　福谷　聡
　　　　小学生高学年　　　松岡大輝

■第 37 回市民剣道大会
個人戦　小学生 1・2 年	 大西叶恩　	（北条少年剣修会）
　　　　小学生 3 年	 是常和紀　	（北条少年剣修会）
　　　　小学生 4 年	 荒木啓英　	（北条少年剣修会）
　　　　小学生 5・6 年男子	 岩崎崇将　 （北条少年剣修会）
　　　　小学生 5・6 年女子 須藤和香奈	（北条少年剣修会）
　　　　中学生 1 年男子	 宇仁菅圭佑	（北条中）
　　　　中学生 1 年女子	 櫻井葉月　	（善防中）
　　　　中学生 2・3 年男子	 加藤　諒　	（善防中）
　　　　中学生 2・3 年女子	 荒木七海　	（善防中）
　　　　一般 A	 櫻井大貴
　　　　一般 B 長谷川理江
団体戦　小学生	 北条少年剣修会 A
　　　　中学生男子	 泉中 A
　　　　中学生女子	 北条中 B

■第 35 回少林寺拳法演武大会
組演武　少年の部　低学年　小田裕斗・増井隆介
　　　　　　　　　中学年　森本壮紀・黍野　碧
　　　　一般の部　　　　　切貫裕介・塩河胡桃
　　　　親子の部　　　　　宮川勝博・宮川遼也
乱捕　　少年の部　　　　　岩本和磨
　　　　一般の部　　　　　高山広宣

■第 41 回町対抗家族バレーボール大会
男子　一部　横尾 A　二部　西高室　　　　　　三部　笹倉
女子　一部　坂本 　二部　江ノ木・北条団地　三部　芝自治区

■第 18 回市長杯地区対抗ゲートボール大会
日吉チーム

■第 27 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 42 回市民空手道大会
型競技　　
幼年　　　　西尾優人
小学低学年　辻　侑月
小学高学年　松岡大暉
中学　　　　前田陸馬
一般　　　　石飛美穂

組手競技　
幼年　　　　森　脩平
小学低学年　荻野秀斗
小学高学年　前川瀬里香
中学　　　　前田空渡
一般　　　　吉田尚史

■第 22 回市長杯グラウンド・ゴルフ大会
男子の部　古川好春　女子の部　石井繁美

第44回加西市体育大会　各種目の優勝者は次の皆さん

【問合先】　自己実現サポート課☎㊷8773　℻㊸1803　koryu@city.kasai.lg.jp

　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で、来年度に学童保育園への入園を希望される
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、休園となります。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。

平成24年度学童保育園の入園希望者を募集

■学童保育園概要

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　	（泉幼稚園内）
・富合学童保育園	（富合小学校内）　・西在田学童保育園	（西在田小学校内）

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 11 月 18 日（金）までに、こども未来課（市役所 1階）へお申し込みください。継続の入園、もしくは兄妹が入
園中の場合は、各学童保育園でも受け付けします。

必要書類 ①学童保育園入園申請書（こども未来課と各学童保育園で配付。また、市ホームページでもダウンロードできま
す）、②児童の状況確認票、③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月分のみ月額 12,000 円）。別途、おやつ・保育材料費として 1,500 円程度必要

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）
※土曜日は、市内集中方式による学童保育を下里幼稚園で 8:00 から 18:00 まで実施しています。

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

　加西市は 11 月を「かさいパープルリボン月間」とし、
誰もが安心して暮らせるまちづくりに取り組んでいます。
　配偶者等からの暴力、性犯罪、虐待、嫌がらせなどあ
らゆる暴力は、重大な人権侵害です。期間中、男女共同
参画センターなど市内各所で、「暴力に NO!」のメッセー
ジを込めたパープルリボンの配布とパープルリボン・メ
ッセージボードを設置しています。

第3回かさいパープルリボン・プロジェクト 2011

　加西市はこの度、「加西市 DV 対策基本計画（案）」を
公表し、市民の皆様からご意見（パブリックコメント）
を右のとおり募集します。
　同計画は、配偶者等からの暴力（DV：ドメスティック・
バイオレンス）防止及び被害者の保護・支援
を総合的かつ計画的に推進していくためのも
ので、平成23年度中の策定を予定しています。

加西市DV対策基本計画(案) について意見募集

【問合先】　男女共同参画センター（アスティアかさい 3階）☎㊷0105

■意見募集期間／ 11 月 2 日（水）～ 12 月 2 日（金）まで
■資料閲覧場所／社会福祉課（市役所 1 階・平日）、健康
福祉会館、各公民館、地域交流センター、図書館、市ホ
ームページ
■意見提出方法／市ホームページ、又は閲覧場所にある
　「ご意見用紙」に、住所、氏名、連絡先、意見を記入のう
　え、郵送、FAX、E メールで下記まで送付してください。

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

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間。相談電話番号【0570-070-810】
配偶者やパートナーからの暴力など、女性をめぐる様々な人権問題について、電話相談（無料）に応じます。
■日時／ 11 月 14 日（月）～ 18 日（金）8:30 ～ 19:00、11 月 19 日（土）・20 日（日）10:00 ～ 17:00

　あらゆる暴力の根絶に向けて、市民の皆さまのご理解
とご協力をお願いします。
■「パープルリボンデー」11月20日（日）
○パープルリボン歌声列車（10:15 ～ 11:45）
　場所／北条鉄道北条町駅※要予約
○パープルリボン・コンサート（14:00 ～ 16:00）
　場所／アスティアかさい 3 階多目的ホール

■一般の部／特選
俳句 井上益子 加東市

生田頼夫 西脇市
短歌 佐伯幸子 東笠原町

深山　子 広原町
川柳 生田頼夫 西脇市

成定竹乃 揖保郡太子町

■第 45 回市民ソフトテニス大会
一般男子　　　東郷　崇・佐藤宏樹（ドリーム）
一般女子　　　金澤妙子・菅原未紀（北条高校）

■第 36 回　市民バドミントン大会
男子ダブルス　　一部　梶谷　剛・山本哲志（はにーぃず）
　　　　　　　　二部　塩江　翼・大西奈都美（FOLLOW）
男子シングルス　一部　大西奈都美（FOLLOW）
　　　　　　　　二部　前田大輔（統）
女子ダブルス　　一部　林　郁美・高松里衣（兵庫教育大）
　　　　　　　　二部　瀬戸志保美・大西ゆかり
　　　　　　　　　　　（豊富スポーツクラブ）
女子シングルス　一部　寺野唯衣（兵庫教育大）
　　　　　　　　二部　飯尾素子（新生精機）

■第 29 回市民硬式テニス大会
男子ダブルス　　　相馬子郎・小林俊広（加西ローン）
女子ダブルス　　　宮長康子・黒田明美（加西ローン）
ミックスダブルス　菅野富男・宮長康子（加西ローン）

■第 33 回市長杯少年野球大会
泉少年野球クラブ
■第 42 回親善サッカー大会
一般　北条高校　　少年　泉 FC	Jr

■第 45 回市民卓球大会
ダブルス　　　　　　牛尾裕司・繁田拓郎　（KTTC）
シングルス　一部　　牛尾裕司　　　　　　（KTTC）
　　　　　　二部　　西田直也　　　　　　（北条高）
　　　　　　三部　　古角太進　　　　　　（北条高）
　　　　　　四部　　繁田将貴　　　　　　（泉中）
　　　　　　シニア　奥村サエ子　　　　　（一般）
■第 9 回親善バスケットボール大会
小学生の部　　　高学年男子　ナルしこ北条
　　　　　　　　高学年女子　GOGO北条ガールズリターンズ
　　　　　　　　低学年　　　北条スターズ
高校・一般の部　男子　　　　Green	Hill
　　　　　　　　女子　　　　北条高校
■第 8 回市民マウンテンボール大会
釜坂和正

■第 12 回市民バウンドテニス大会
ラリー戦　　　　レインボー
団体戦　　　　　レインボー

■第 10 回市民ペタンク大会
釜坂和正・高田友実子
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問合先：中央公民館☎㊷ 2151　※バザーは売切れ次第終了します。

日時 内容 場所

11/26（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

11/27（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・表装）

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）

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・着付け・コーラス・マジック・太極拳・劇・
オカリナ・ヨガ）

文化ホール

中央公民館学習発表会「中央ふれあいまつり」

■アウトドアクッキング「手作りオー
ブンでピザを焼く」
夫婦や親子、三世代でもご参加ください。
日時：12/11（日）10:00 ～ 13:00
場所：北部公民館駐車場
費用：受講料 300 円、材料費 700 円
受付締切：12/2（金）
問合先：北部公民館☎㊺ 0103
男女共同参画センター☎㊷ 0105

第5回がんばれ！おやじ講座

よりよい生活習慣を身に付けるため
一緒に学習しましょう。
日時：11/30（水）10:00 ～ 11:30
場所：北部公民館　体育室
受付締切：11/25（金）※参加無料
問合先：北部子育て学習センター
☎㊺ 1523　℻㊺ 0886

子育て学習センター講座「正し
い生活リズムは学習意欲を守る」

■女性のための 3 つの健康講座
①はじめてのカービーダンス
腰を中心とした動きのカービーダンス
で日頃の運動不足を解消しましょう。
日時：11/11（金）、18（金）、25（金）
20:30 ～ 21:30
対象：20 歳以上女性、定員 20 名
主催：同センター登録団体 GetUp
②かんたんストレッチ講座
日時：11/14（月）、28（月）
20:00 ～ 21:00
対象：30 ～ 60 歳代女性、定員 15 名
主催：同センター登録団体 STYLE 8
③不定愁訴をなくしてスッキリ !
不定愁訴（病気ではないが何となく
疲れるなど）の改善策について。
日時：11/10（木）、17（木）
10:00 ～ 12:00
対象：女性、定員 15 名　
主催：同センター登録団体みかん

上記申込：11/7（月）から電話かメー
ルで受付。グループでも参加可。
申込先：自治参画課☎㊷ 0099（月
～金）　nehimehall@nehime-net.jp
■加西ユニバーサルプロジェクト

「介護の用具と食事の展示会」
日時：11/12（土）10:00 ～ 16:00
問合先：NPO 法人ふきのとう☎㊼ 2077
■容真流東播支部 65 周年花展
日時：11/19（土）・20（日）
10:00 ～ 17:00
主催：加西市文化連盟

上記開催場所：アスティアかさい 3
階地域交流センター
上記問合先：地域交流センター
☎㊷ 0106

地域交流センターからのお知らせ

利用日時：毎週月～土曜日 10:00 ～
15:00※登録、利用料は不要です
場所：旧富田幼稚園（西上野町）
イベント情報
■親子でヨガ遊び
日時：11/14（月）11:00 ～ 12:00
■家庭教育講座⑥

「子どもの育て方に迷うお母さんへ」
日時：11/9（水）11:00 ～ 12:00
≪まちの子育てひろば応援団≫
■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。
日時：11/15（火）10:30 ～ 11:30

上記問合先：ねひめキッズ☎㊷ 5710

ねひめキッズからのお知らせ
■お正月の「しめなわづくり」教室
日時：12/3（土）9:00 ～ 11:00
場所：オークタウン加西研修室 2
対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
講師：高井照夫さん、朝田語さん（シ
ルバー人材センターから）
参加費：1 人 300 円
■クリスマス料理教室
日時：12/6（火）10:00 ～ 13:00
場所：オークタウン加西調理室など
講師：岡臣子さん
参加費：1 人 1,000 円

受付締切：12/2（金）
申込先：オークタウン加西
☎ & ℻㊹ 2595

オークタウン加西イベント情報

農産物販売、動物とのふれあい等。
日時：11/19（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 2408

兵庫県立農林水産技術総合セ
ンターの公開デー

絵 画 等 の ク ラ ブ 活 動 発 表、 演 芸 大
会、野菜類などの販売など。
日時：11/12（土）・13（日）
9:30 ～ 15:00
場所：兵庫県いなみ野学園構内（加
古川市平岡町新在家 902-3）
問合先：同学園☎ 079-424-3342

第39回いなみ野祭
ふれあいフェスティバル

講座・イベント

介護をしていくうえで役に立つ情報の
習得や、介護者が心身ともに健康にす
ごせるようリフレッシュの場として、
全 4 回予定。第 1・2 回は次のとおり。
■第 1 回「排泄ケアの要点」
正しいおむつ・パットの交換方法、
ポータブルトイレへの移乗方法など
日時：11/24（木）13:30 ～ 15:00
定員：30 名程度（参加無料）
■第 2 回「歯のない方の食事について」
食べやすい食材と調理法など
日時：12/9（金）13:30 ～ 15:00

上記場所：健康福祉会館 2 階創作室
申込先：第二サルビア荘☎㊺ 8922

家族介護教室
「リフレッシュしてらくらく介護」

高齢者虐待を知り、私達に出来るこ
とを考えましょう。参加無料
日時：12/5（月）13:30 ～ 15:30
場所：西脇市総合福祉センター荻ヶ
瀬会館（西脇市和布町 277-1）
受付締切：11/20（日）
※詳細は下記まで
問合先：兵庫県社会福祉士会
☎ 078-265-1330　℻ 078-265-1340

高齢者虐待防止セミナー

市民会館からのお知らせ
■坂本冬美 25 周年記念コンサート
日時：11/13（日）
昼の部／開演 13:00（開場 12:30）
夜の部／開演 17:00（開場 16:30）
場所：市民会館文化ホール
入場料：全席指定 7,000 円、当日 500
円増、友の会 10％引
■お正月用フラワーアレンジメント教室
日時：12/25（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）
受付締切：11/25（金）
※ 12/11（日）開催の宝くじまちの音
楽会「南こうせつ with ウー・ファン」
心のうたコンサートのチケットは完
売しました。なお、当日券の販売はあ
りませんので、ご了承ください。

上記問合先：市民会館☎㊸ 0160

■シニアファッションおしゃれも現役
日時：12/5（月）10:00 ～ 11:30
場所：南部公民館
講師：下重惠子さん（メガネファッ
ションクリエーター）、金子美紀子さ
ん（メガネコーディネーター）
参加費：無料。当日受付
問合先：南部公民館☎㊾ 0041

南部かしの木学園公開講座

日時：11/18（金）10:30 ～ 13:00
場所：兵庫青野原病院あおのホール

（小野市南青野）
申込：11/15（火）までに下記へ
※参加費無料。詳細は下記まで。
申込先：兵庫青野原病院
☎ 0794-66-2233（代表）

第2回糖尿病月間フェスタ

心と体を癒す力「笑いと健康」の素
敵な関係についての講演会。
日時：12/2（金）18:00 ～ 19:30
場所：アスティアかさい 3 階多目的
ホール
申込先：加西商工会議所☎㊷ 0416

メンタルヘルス講演会
「笑う体操！」（参加無料）

視覚と聴覚の二重障害のある盲ろう
児・者と触れ合いましょう。
日時：12/17（土）13:00 ～ 16:00
場所：小野市伝統産業会館（小野市
王子町 806-1）
受付締切：12/9（金）
※詳細は下記へお問い合わせください
申 込 先：NPO 法 人 兵 庫 盲 ろ う 者 友
の会☎ & ℻ 078-341-8822

盲ろう児・者とふれあいの 1日
各科・コースの農産物を販売など。
日時：11/23（水・祝）9:30 ～ 13:30
場所：県立播磨農業高等学校
駐車場：同校敷地内
■第 19 回ふれあい伝統芸能フェス
ティバル（同時開催）
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開催
場所：同校敷地内歌舞伎棟
問合先：県立播磨農業高等学校
☎㊷ 1050、善防公民館☎㊽ 2643

播磨農業高等学校「農高祭」

日時：11/27（日）
10:20 に播磨下里駅集合
コース：播磨下里駅～法華山一乗寺
～ふく蔵～法華口駅※参加無料。一
乗寺拝観料は 400 円。昼食持参
問合先：ふるさと営業課☎㊷ 8740

法華山一乗寺紅葉と加西の地
酒を楽しむハイキング

北条鉄道に乗車し、地元ガイドの案
内で晩秋の下里路・善防山城址に登
ります。（少雨決行・昼食持参）
日時：11/26（土）9:00 ～ 14:30
集合：加西市観光案内所
コース： 約 7.5㎞（一般向き）
参加費：300 円 ( 保険料）別途交通費要
申込先：観光案内所☎㊷ 8823

ふるさと再発見ハイキング

田舎体験や立食パーティーを開催。
日時：11/20（日）9:00 ～
会場：上万願寺町（市役所から送迎）
募集対象：20 歳以上の独身男女（男
性は市内在住者を優先）を各 15 名

（多数の場合抽選）
参加費：男性 4,000 円、女性 3,000 円
受付締切：11/15（火）
※詳細は下記へお問い合わせください
問合先：ふるさと営業課☎㊷ 8715

出会いふれあい交流会
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募　集

期日：12/18（日）小雨決行
※雨天	12/23（金・祝）
場所：善防中学校周辺コース（日本
陸連ハーフマラソン公認コース）
参加資格：市内に居住・勤務・通学
している方
種目：男女別年齢別に計23部門
男子小1以下～ 60歳以上（1,000m ～
5,000m）の 13部門
女子小1以下～ 25歳以上（1,000m ～
3,000m）の 10部門
※詳細は下記申込先にお問い合わせ
ください。
参加費：高校生以上1人400円、小・
中学生1人300円※当日受付時、納金
受付締切：12/2（金）必着
申込先：加西市陸上競技協会（稲岡
進）☎㊽2077

第45回市民ロードレース大会

行政相談は、国の仕事に関する苦情
やご意見などを受け付け、その解決
を通じて行政運営の改善を図ってい
く制度です。無料、秘密厳守。
日時：11/24（木）13:30 ～ 15:30
場所：アスティアかさい 3 階ワーク
ルーム
相談委員：行政相談委員（総務大臣
委嘱）塩河信昭さん・高瀬美鈴さん
問合先：市民相談室☎㊷ 8739

行政相談所の開設

12 月 4 日から 10 日までの１週間は「人
権週間」。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：12/6（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63回人権週間
特設人権相談を開設

会議はどなたでも傍聴可能です。
日時：11/25（金）9:30 ～
場所：市役所 5 階大会議室
問合先：教育総務課☎㊷ 8770

第11回加西市定例教育委員会

日時・場所：10:00 ～ 11:30
12/ 1（木）日吉保育園　☎㊺ 0324
12/13（火）北条南保育所☎㊷ 3162
対象：在宅育児中の保護者と子ども
費用： 参加者 1 人 50 円（傷害保険代）
申込先：各保育所へお申し込みください。

保育所であそぼう。参加者募集

平 成 23 年 11 月 15 日 か ら 24 年 2 月
15 日（シカ・イノシシについては 24
年 3 月 15 日まで延長）の間、狩猟が
解禁になります。狩猟は、個人的な趣
味として楽しむことの他に鳥獣の個体
数調整を通じて農林業被害を防止する
役割も持っています。ご理解をいただ
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
る等してください。休日は特に狩猟
者が集中します。注意して、不要な
入山は控えてください。
問合先：農政課☎㊷ 8741

狩猟解禁に伴う事故防止

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：11/15（火）～ 30（水）
受付場所：市役所 4 階農政課
☎㊷ 8741 ※平日のみ受付

農用地区域の除外申請を受け
付けます児童虐待問題は社会全体で解決すべ

き重要な課題で、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。「あ
れ？何か変だな」と感じたら迷わず
下記へ連絡を。
■児童虐待の緊急連絡先
兵庫県中央こども家庭セン
ター☎ 078-923-9966
加西市社会福祉課☎㊷ 8709
児童虐待 24 時間ホットライン
☎ 078-921-9119

11月は児童虐待防止推進月間

眠れない・アルコールの問題・ひき
こもりの問題・心の病気などをご相
談ください。専門医師と保健師がお
話を伺います。※要予約
日時：11/17（木）13:30 ～
場所：加東健康福祉事務所
問合先：加東健康福祉事務所地域保
健課☎ 0795-42-5111（代表）

こころのケア相談

①対象者：平成 15 年 4 月 2 日以降
に戦傷病者等と婚姻された妻、また
同日以降、「じ後重傷」により第 5 款
症以上の戦傷病者等となられた方の
妻であって、 平成 23 年 4 月 1 日に
おいて戦傷病者等である夫が第 5 款
症以上の増加恩給等を受けていた方
①給付額：額面 15 万円（軽傷者は
半額）、5 年償還の国債

②対象者：「第 18 回特別給付金」ま
たは「第 20 回特別給付金」の受給
権を取得した妻であって、戦傷病者
等である夫が平成 15 年 4 月 1 日か
ら 平 成 18 年 9 月 30 日 ま で の 間 に
公務傷病以外の原因により死亡され
た方
②給付額：額面 5 万円、5 年償還の
国債

請求期間：①②ともに平成 26 年 9
月 30 日まで
問合先：社会福祉課生活支援担当
☎㊷ 7520

戦傷病者等の妻の方へ
特別給付金が支給されます

労働者を 1 人でも雇い入れた事業主
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づけられてい
ます。労働保険の加入手続きがまだ
の事業主は、従業員が安心して働け
るように、今すぐ下記までお問い合
わせください。
問合先：西脇労働基準監督署
☎ 0795-22-3366

11月は「労働保険適用促進強
化期間」です

未就園児（1 ～ 4 歳児）の親子を対象
に園庭開放を開催。在園児と一緒に
園庭遊びや英語授業を体験できます。
日時：11/18（金）10:00 ～ 11:30
場所：宇仁幼児園
持ち物：水筒、帽子、お手拭、着替
え。当日に保険代 1 人 50 円集金。
受付締切：11/16（水）まで
申込先：宇仁幼児園☎㊺ 1524

うにっこランドのご案内

外国人のための在留資格、労働問題、
社会保障、医療情報などの相談を受
け付けます。弁護士による相談も受
けられます。（相談無料・秘密厳守）
日時：11/27（日）10:00 ～ 14:00
場所：アスティアかさい 3 階地域交
流センター集会室・ワークルーム
対応言語：中国語、スペイン語、ポ
ルトガル語、ベトナム語、英語を予
定
問合先：NGO 神戸外国人救援ネッ
ト☎ 078-271-3270
加西市自治参画課☎㊷ 8706

在住外国人のための生活相談会

相続・遺言、農地に関する許可、官
民境界協定、契約書や内容証明作成
等に関する相談を無料で行います。
日時：11/12（土）、12/10（土）
13:30 ～ 16:00
場所：アスティアかさい 3 階　地域
交流センター（☎㊷ 0106）
相談員：兵庫県行政書士会東播支部役員
問合先：同会東播支部（上井秀勝支
部長）☎㊷ 8840

行政書士による無料相談所

東播都市計画道路高室線の都市計画
決定の変更（決定）が平成 23 年 11
月 14 日告示となりました。あわせ
て、図書の永久縦覧を行います。
縦覧場所：市役所 5 階都市計画課
縦覧期間：11/14（月）から（平日 8:30
～ 17:15）
問合先：都市計画課☎㊷ 8753

都市計画道路高室線の廃止に
ついて

おおむね 60 歳以上の健康で働く意
欲のある方は、いつでも会員になれ
ます。あなたの働きが地域に大きく
貢献します。気軽にお越しください。
日時：毎月 1 日（土日祝日の場合は
次の平日）13:30 ～ 15:00
※ 11/15（火）にも実施します。
場 所： ㈳ 加 西 市 シ ル バ ー 人 材 セ ン
ター（北条町北条）
■仕事の依頼をお待ちしています
仕事例：植木剪定、襖・障子の張替、
清掃（公園・企業等）、大工仕事、筆耕（宛
名・賞状書き）、施設管理など
問合先：㈳加西市シルバー人材セン
ター☎㊷ 4380

シルバー人材センター会員募集
入会説明・相談会

会派を越えた書風の作品が出品。
日時：11/10（木）～ 13（日）
9:00 ～ 17:00
場所：市民会館コミュニティーセン
ター 2 階
主催：加西市書道文化協会
問合先：同協会事務局☎㊾ 0331

第11回加西市書道展

愛の光幼稚園保護者会「愛の光コー
ラス」のコンサート。ミュージカル
曲などを合唱。入場無料
日時：12/3（土）19:00 開演
場所：アスティアかさい 3 階交流プ
ラザ
問合先：愛の光幼稚園☎㊽ 2733

愛の光コーラス「2011 ライブ」

農産物販売（野菜・もち米
など）や模擬店、和太鼓演奏など
日時：11/27（日）10:00 ～ 13:00
場所：下里ふれあいセンター（野条町）
問合先：下里ふれあい協議会（蓬莱）
☎㊽ 3843

2011下里ふれあいまつり
（収穫祭）

会期：11/2（水）～ 14（月）
場所：イオン加西北条ショッピング
センター 2 階コスモスコートブリッジ
問合先：社税務署☎ 0795-42-0224

「税を考える週間」
市内小学生の書道・ポスター展

子どもに語る認知症の話、詩の朗読
など、詩人藤川幸之助さんが語る、
せつなくやさしいメッセージ。
日時：12/4（日）13:30 ～ 15:30
場所：健康福祉会館大ホール
問合先：加西市社会福祉協議会
☎㊷ 6700 ※参加無料

市民公開講座特別講演
「支える側が支えられるとき」

「加西市史」執筆者の西向宏介先生を招
き、近世の加西を経済面から切り込み、
当時の加西の様子を探っていきます。
日時：11/5（土）13:00 ～ 15:00
場所：アスティアかさい多目的ホール
定員：90 名（予約不要）参加費 300 円
問合先；市史編集室☎㊸ 0161

加西市史特別講演会
「経済からみる近世の加西」
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■人権相談（人権問題に係る相談）☎㊷8727
日時：11/1（火）　13:30 ～ 15:30　場所：市民会館
※12/6（火）に特設人権相談を開設します。詳細は16頁をご覧ください。
■法務局における人権相談所　☎0795㊷0201
日時：月～金曜日（休日を除く）　8:30 ～ 17:15
場所：神戸地方法務局社支局（但し、木曜日は人権擁護委員が対応）
■心配ごと相談・法律相談・身体障害者福祉相談　☎㊸0303
○心配ごと相談　日時：11/10（木）、12/8（木）　13:30 ～ 16:00
○心配ごと相談・法律相談　日時：11/24（木）　9:00 ～ 11:00
○身体障害者福祉相談　日時：11/24（木）　 9:00 ～ 11:00、
　　　　　　　　　　　 12/ 1（木）　13:30 ～ 16:00
場所：健康福祉会館　※法律相談は受付10名まで
■行政相談（行政に係る諸問題）☎㊷8739
日時：11/24（木）　13:30 ～ 15:30
場所：アスティアかさい3階ワークルーム
■市民相談（市民の日常生活上の諸問題）☎㊷8739
日時：月～金曜日　9:00 ～ 16:30
場所：アスティアかさい3階市民相談室
■消費生活相談（商品購入に関するトラブル等）☎㊷8739
日時：月火木金　9:00 ～ 16:30
場所：アスティアかさい3階市民相談室
■教育相談（いじめ・不登校、子どもの教育の悩み等）☎㊷3723
日時：月～金曜日　9:00 ～ 17:00
場所：総合教育センター
■療育・養育相談（0 ～ 18歳までの子をもつ保護者対象）☎㊷6704
日時：月～金曜日　9:00 ～ 16:00
場所：健康福祉会館 家庭児童相談室
■母子・女性・DV 相談（母子家庭等に関する相談）☎㊷8709
日時：月～金曜日　8:30 ～ 17:15
場所：市役所1階社会福祉課
■児童虐待・養育相談　☎㊷8709
日時：月～金曜日　8:30 ～ 17:15
場所：市役所1階社会福祉課
■すくすく子育て相談（子の発育や育児の健康）☎㊷8723
日時：月～金曜日　8:30 ～ 17:00
場所：市役所1階国保健康課
■高齢者に関する相談（高齢者の介護・医療・保健等）☎㊷7522
日時：月～金曜日　8:30 ～ 17:00
場所：市役所2階地域包括支援センター
■ボランティア相談　☎㊸8133
日時：11/10（木）、12/1（木）　13:30 ～ 15:30
場所：健康福祉会館ふれあいの間１
■税理士による無料税務相談　☎0795-48-2055
日時：11/17（木）、12/1（木）　13:00 ～ 16:00
場所：市役所5階小会議室
■エイズ・肝炎ウィルス検査・相談　☎0795-42-9436
日時：11/7（月）、11/21（月）、12/5（月）　13:30 ～ 14:30
場所：加東健康福祉事務所　※予約制、匿名、原則無料

相　談 おくやみ

敬称略。9月21日～ 10月20日届出・掲載承諾分

死亡者 年齢 喪主 町名

菅野勝己 72 菅野悦正 河内町
玉田直孝 33 玉田　剛 玉野町
山下金作 98 山下史郎 山下町
三好さかゑ 73 三好　彰 国正町
西脇軍治 78 西脇一成　 玉野町
山下敏郎 93 山下喜久子　窪田町
塚原　始 77 塚原良市 北条町黒駒
東一文明 61 東一俊恵 西笠原町
仲井　丞 79 仲井真一 都染町
三田ふさゑ 90 三田哲哉 上芥田町
後藤二郎 84 後藤基保 坂元町
鈴木くにゑ 94 鈴木正純 北条町東高室
黒田はるこ 97 黒田　弘 下芥田町
永井秀隣 83 永井秀世 西笠原町
河原とくゑ 97 河原敏弘 畑町
中﨑俊次 75 中﨑孝彦 西笠原町
渡邊俊雄 80 渡辺賢一 北条町横尾
小田やす子 95 小田貞夫 鴨谷町
繁田　進 80 繁田　浩 青野町
竹内暉雄　 73 竹内育子 下道山町
吉田凱行 69 吉田志津代 別府町丙
飯尾つるゑ 99 飯尾康正 王子町
前田昭夫 73 前田耕一 北条町北条
松本美奈子 73 松本弘志 山下町
黒田勝三 78 黒田和裕 福居町
山下靜江 58 山下　哲 山下町
加門勝二　 102 加門弘明 桑原田町
髙井正二 88 高井尚美 北条町古坂
井上耕作 84 井上稚章 網引町
大豊　保 90 大豊美也子 上万願寺町
辻　吉博 81 辻　孝之 中富町
小岩　豐 75 小岩清隆 田原町
白谷節子 79 白谷　剛 北条町東高室
藤本　勇 80 藤本ちよゑ 和泉町
森川好正 90 森川博之 鶉野町

※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、経営戦略室秘書課（☎㊷8701）まで
ご連絡ください。

休日当直医

※診察時間は 9:00 から 17:00 まで。
※当直医日程は変更になる場合がありますので、必ず病院に電話確認して
下さい。加西消防署（☎㊷ 0119）で確認することもできます。

■ 2 か月児（先天性股関節脱臼）健診 
日時：11/28（月）13:00 ～ 13:45
対象：平成 23 年 9 月生まれの乳児
■ 4 か月児健診
①日時：11/1（火）13:00 ～ 13:45
①対象：平成 23 年 6 月生まれの乳児
②日時：12/6（火）13:00 ～ 13:45
②対象：平成 23 年 7 月生まれの乳児
■ 1 歳 6 か月児健診 
日時：11/8（火）13:00 ～ 13:45
対象：平成 22 年 5 月生まれの幼児
■ 2 歳児教室
日時：11/22（火）13:00 ～ 13:15、

14:00 ～ 14:15  
対象：平成 21 年 11 月生まれの幼児
■ 3 歳児健診
日時：11/15（火）13:00 ～ 13:45 
対象：平成 20 年 9 月生まれの幼児
■乳幼児保健相談
日時：11/16（水）13:00 ～ 13:30 
対象：希望者
■離乳食講習会初期（予約制）
日時：11/17（木）13:00 ～ 13:30  
対象：4 ～ 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。
■パパママクラブ（予約制）
日時：11/4（金）13:00 ～ 13:30
対象：妊娠 5 か月以降のママ・パパ
■プレママ教室パート①（予約制）
日時：1/6（金）13:00 ～ 13:30
対象：妊娠 5 か月以降のママ、育
児協力者

健診実施場所：健康増進センター

★健診・相談には必ず母子健康手帳
をお持ちください。

乳幼児健診

上記問合先：国保健康課☎㊷8723

■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）

11 月 3 日（木）　佐竹医院  　☎㊷ 4057（北条町）　　　　
11 月 6 日（日）　あさじ医院  　☎㊹ 0225（若井町）
11 月 13 日（日）　米田病院  　☎㊽ 3591（尾崎町）　　　　
11 月 20 日（日）　小野寺医院  　☎㊽ 3737（王子町）
11 月 23 日（水）　坂部整形外科  　☎㊸ 1444（北条町）　　　　
11 月 27 日（日）　大杉内科医院　 　☎㊼ 0023（別府町）
12 月 4 日（日）　荒木医院  　☎㊸ 9711（北条町）　　　　

■かさい防災ネットへ登録を
携帯電話の機能を使って右
の QR コードから登録すると、
避難勧告などの防災情報が携
帯電話のメールへ自動配信さ
れます。ぜひご活用ください。

子どもを想い、親を想い、そしてふる
さとを想う「愛」のメッセージを募集。
応募規定：

・手紙、FAX、e-mail で
応募してください

・字数は 600 字以内。
ジャンル、形式は問いません

・応募点数制限なし
・「住所、氏名（匿名希望の場合は

ペンネームも）、年齢、男女の別、
電話番号、題名、誰に宛てたか」
を記入

・応募作品は返却しません。作品は
加西市に帰属します

・冊子等で作品発表の際、一部修正
することがあります

応募期間：H24.1/20（金）まで
応募先：〒 675-2395（住所表記不要）
ダイバーシティ推進課「愛の詩」係
☎㊷ 8727　℻㊸ 1380
jinken@city.kasai.lg.jp

第13回「愛の詩」募集
介護保険の認定調査（被保険者宅へ
の訪問調査、調査票作成提出）に従
事する在宅調査員（臨時職員）を次
の通り 2 名募集します。
勤務形態：土・日・祝日を含むフレッ
クス勤務。事務連絡のため、週 1 回
程度出勤するほかは、定められた勤
務時間はありません（兼業不可）。
賃金：1 件 4,500 円（交通費込み）
資格：看護師、介護支援専門員（ケ
アマネジャー）、保健師、社会福祉
士、介護福祉士のいずれかの資格を
有する方。また、社会福祉施設、医
療機関などで 10 年以上の介護や相
談援助業務の経験がある方。
応募方法：次の書類を、11/30（水）
までに下記まで郵送または持参。

・市販の履歴書（顔写真貼付）
・必要な資格等を証明する書類の写
し（資格を有する方）
※その他詳細については下記まで
問合先：〒 675-2395（住所表記不要）
長寿介護課☎㊷ 8788

介護認定調査員を募集

■附属小学校（☎ 0795-40-2218）
出 願 資 格：H17.4/2 ～ H18.4/1 生 ま
れ、入学時に兵庫県内に保護者と同居
説明会：11/22（火）13:30 ～
■附属中学校（☎ 0795-40-2224）
出願資格：H24.3 月に小学校卒業見
込み、入学時に兵庫県内に保護者と同居
説明会：11/25（金）13:30 ～
※詳細はお問い合わせください

平成24年度兵庫教育大学附属
小学校・中学校募集

応募資格：平成 24 年 4 月 1 日現在
15 歳以上 17 歳未満の男子
受付期間：推薦 12/16（金）まで、
一般 H24.1/6（金）まで
※詳細は下記までお問い合わせください
問合先：自衛隊兵庫地方協力本部青
野原分駐所☎ 0794-66-7959

陸上自衛隊高等工科学校生徒
（一般・推薦）を募集



■日時／ 11 月 1 日（火）～ 30 日（水）9:00 ～ 17:00
　　　　平日のみ開催。ただし 5 日（土）、6 日（日）、12 日（土）、13 日（日）は
　　　　特別開催します。
■場所／加西市埋蔵文化財整理室（加西市北条町古坂 1-23　旧図書館）　
■料金／観覧無料

※開催期間中、亀山古墳の甲冑をモデルにした、紙製の古代甲
冑を着て記念撮影ができます（カメラをご持参ください）。

発行／加西市　　
　　　〒675-2395　加西市北条町横尾1000番地　☎0790㊷1110（代）
編集／加西市経営戦略室秘書課　☎0790㊷8701   FAX0790㊸0291
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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。

KASAI データバンク
H23.9.30 現在（前月比）

人口／ 47,547（－ 70）
9 月の出生数／ 23 人

男／ 23,189（－ 36）
死亡数／ 42 人

女／ 24,358（－ 34） 世帯数／ 17,026（－ 7）｜ ｜ ｜

広報かさい　2011.11月号

　3 月 11 日に発生しました東日本大震災の被災者支援には、市民の皆様から多額の義援金をいただき、ありが
とうございました（9 月 30 日現在／ 15,134,457 円）。
　この義援金の募集期間は 9 月 30 日までとなっており、お預かりしました義援金は、県内の行政機関、社会福祉・
商工団体、報道機関等、各界からなる兵庫県義援金募集委員会へ送金し、同委員会を通じて被災者支援に役立て
られます。皆様の善意に対しまして、心より感謝し、お礼申し上げます。　　　問合先  行政課☎ 0790 ㊷ 8702

東日本大震災義援金のお礼

【問合先】　北条鉄道株式会社☎㊷5211

北条鉄道サンタ列車　今年も運行します

　クリスマスツリーなどで飾った車内で、サンタさんからプレゼントをもらった
り、歌をうたったりしながら、北条町駅から粟生駅までの往復約 1 時間の小旅行
を楽しみます。

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

文化財特別展「亀山古墳の副葬品箱」開催

副葬品箱から見つかった農工具

　平成 23 年 3 月に新しく指定した市指定文化財「亀山古墳副葬品埋納施設出土
遺物」を初公開します。

　展示内容は、笹倉町にある亀山古墳埋葬施設内の副葬品箱から出土した鉄鏃、
農工具等の一括遺物です。古墳時代中期（5 世紀）の副葬品の状況が明らかになった、
全国的にも貴重な資料です。

■運行日時／北条町駅 10:42 発と 11:42 発の 1 日 2 便
　　　　　　個人 12 月 10 日（土）、11 日（日）、17 日（土）、18 日（日）、23 日（金・祝）
　　　　　　団体 12 月 12 日（月）～ 16 日（金）、19 日（月）～ 22 日（木）
■集合場所／北条町駅
■運　　賃／個人（大人 1,000 円、小学生までの子ども 500 円）
　　　　　　団体（大人 800 円、小学生までの子ども 400 円）
■募集期間／ 11 月 30 日（水）締切※すべて事前予約制で先着順

亀山古墳のすそにめぐる埴輪列紙製の古代甲冑

毎年大人気のイベント列車


