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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


