
想い出のひな飾りめぐり
NPO 法人まちづくり北条の呼びかけで、北条町北条地区の民家など 15 か所の縁側や玄関に、家庭に眠る想い出のひな人形が飾られています。4 月 8 日（日）まで。
2 月 20 日には、北条幼稚園と北条東幼稚園の園児たち計 44 人が訪れ、華やかなひな飾りに「わあー、きれい」と、うっとり見入っていました。

■加西市特別顧問に3名を委嘱
■平成24年の区長さん・農会長さん
■4月1日から普通自動車税等の障害者減免が変更になります
■固定資産課税台帳の縦覧・閲覧
■幼稚園・小・中・高校生の定期接種を受けましょう
■国民健康保険高齢受給者証（４月１日以降分）を送付します
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■タウントピックス
■子育て学習センターの「登録おやこ」を募集
■市立幼稚園の入園料が2人目から免除
■講座・イベント、くらし、募集情報
■休日当直医　乳幼児健診
■三木鉄道デザイン車両がラストラン、今春生まれ変わります

p10

p12

p13

p14

p18

p20

■新年度予算など37議案を3月議会に提案 p2
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■区長
氏名 町名 在職年数
吉田邦夫

（平成 23 年・市会長）
殿原町 2 年（地区代表１年）

川嶋　満
（平成 23 年・市副会長）

市村町 2 年（地区代表１年）

松岡勝己 都染町 6 年（地区代表１年）
山端一男 繁陽町 4 年（地区代表１年）
牛尾義明 下万願寺町 2 年（地区代表 2 年）
高井　崇 北条町古坂 2 年（地区代表１年）
松末和征 別府中町 2 年（地区代表１年）
岡本良三 田谷町 2 年（地区代表１年）
春井　勝 北条町古坂 2 丁目 8 年
深田哲男 下宮木村町 5 年
高橋保雄 西高室 4 年
森本義一 倉谷町 4 年
長田義文 越水町 4 年
吉田秀貴 北町 4 年

■農会長
氏名 町名 年数
谷川定隆

（平成22・23年・市会長）
倉谷町 6 年（地区代表 2 年）

古元美貴男
（平成 21 年・市副会長）

下宮木村町 11 年（地区代表 3 年）

志方恒雄
（平成 23 年・市副会長）

国正町 4 年（地区代表１年）

増田　茂 下道山町 2 年（地区代表 2 年）
石　芳博 西谷東町 2 年（地区代表１年）
仲井啓二 山枝町 2 年（地区代表１年）
菅原一道 北条町黒駒 8 年
三島孝司 西剣坂町 4 年
浅見　悟 坂本町 4 年
阿木　仁 青野原町 4 年
中植修一 馬渡谷町 4 年

　明るく住みよい地域社会づくりのため、地区代表の区長、農会長を務められた方、
また、区長、農会長を 4 年以上務められた方で、このたび退任された方に「市長感謝状」
をお贈りしました。

次の皆さんに市長感謝状をお贈りしました

区長会・農会長会（2/4 開催）で西村市長から表彰

【問合先】　自治参画課☎㊷8706、農政課☎㊷8741

■男子チーム（43 チームが出場）
総合順位／ 23 位（2 部 8 位）
総合タイム／ 2 時間 17 分 47 秒
メンバー／①広田雄希（河内町）
　　　　　②多鹿勇樹（播磨農高・小野市）
　　　　　③日村恭輔（北条町栗田）
　　　　　④田辺卓也（佐谷町）
　　　　　⑤高田航志（北条町北条）
　　　　　⑥能瀬泰明（上野町）
　　　　　⑦松本智成（山下町）

■女子チーム（45 チームが出場）
総合順位／ 31 位（2 部 10 位）
総合タイム／ 1 時間 23 分 43 秒
メンバー／①稲岡麻由　 （三口町）
　　　　　②高倉佐和　 （鶉野町）
　　　　　③工藤ひかり （北条町西南）
　　　　　④東郷さゆり （常吉町）
　　　　　⑤菅野里穂　 （繁昌町）

　兵庫県郡市区対抗駅伝競走大会が 2 月 5 日、加古川河川敷公園コース（加古川市）
で開催され、市を代表して次の 2 チームが出場しました。。

区間賞の広田選手から多鹿選手へ

東郷選手からアンカー菅野選手へ
問合先／自己実現サポート課☎㊷ 8773

■平成23年度ふるさと文化賞

新年度予算など 37議案を 3月議会に提案

　西村市長は、2 月 29 日から 3 月 23 日まで開かれる第 241 回加西市議会定例会に、予算案や条例案など 37 議案を提
案しました。主な議案は次のとおりです。
　会期中は、市役所議会棟で本会議（質疑、一般質問は 3 月 8 日・12 日、採決は 3 月 23 日）や委員会が開催され、提
案した議案は市議会議員による慎重な審議を経て議決されます。審議の模様は、どなたでも傍聴可能です。また、イン
ターネット中継も行われていますのでご覧ください。

【問合先】　秘書課☎㊷8701　℻㊸0291　hisho@city.kasai.lg.jp

■神田定秀さん（大工町）
　兵庫県芸術文化協会から、宮大工として 44 年間、国宝、重要文化財、県指定・市
指定等の文化財建造物の修理事業に携わり、保存事業に貢献したとして「ふるさと
文化賞」を受賞されました。同賞は長年にわたり伝統文化を守り育ててきた方々を
顕彰するものです。

加西市特別顧問に 3名を委嘱

　加西市は、市政に助言・提言を行う特別顧問に、加西市にゆかりがあり、市政全
般に広い見識を持つ民間企業経営者ら 3 名を委嘱しました（委嘱期間・平成 24 年
1 月 1 日から 2 年間）。
　これは、誰もが住みたいと思う魅力と活気あふれるふるさと創造に向けて、市役
所外部から市行政のあり方について意見を聞くためのもので、2 月 17 日には第 1
回特別顧問会議を開催し、市長と意見交換を行いました。

■特別顧問

氏名 略歴

三枝輝行（加西市出身・神戸市在住） 元㈱阪神百貨店代表取締役社長

中山政幸（姫路市在住） 丸中製菓株式会社（本社・加西市）代表取締役社長

友重隆雄（加西市出身・在住） 元㈱ユタックス専務取締役

第 1 回特別顧問会議。左から友重氏、
西村市長、三枝氏、中山氏。

【問合先】　行政課☎㊷8702　℻㊸1800　somu@city.kasai.lg.jp

■提案された主な議案
■議案第 2 号　加西市名誉市民条例の制定について
　旧名誉市民条例は、平成 21 年に廃止され、それ以降、条例不存在の状態が続いていたため内容を見直し、新たに名誉
市民条例を制定しようとするものです。

■議案第 3 号　子育て支援のための一般職の職員の給与の特例に関する条例の制定について
　子育て支援施策の実施に資するため、市職員に対して支給する期末手当の年間 0.6 月分カットを実施しようとするも
のです。これにより、約 6,600 万円分の子育て支援施策の財源が見込まれます。

■議案第 5 号　加西市暴力団排除条例の制定について
　暴力団の排除の推進に関し、「基本理念」「市の責務」「市民及び事業者の責務」「排除に関する措置と施策」を明確に
規定して、暴力団による不当な影響を排除し、安全で安心な市民生活を確保するため制定するものです。

■議案第 8 号　加西市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について
　市独自の子育て支援施策として、平成 24 年 7 月から「こども医療費助成事業」の通院に係る中学 3 年までの助成額を
拡大するものです。これにより、中学 3 年生までの医療費が原則無料となります。

■議案第 13 号　加西市幼児園事業実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　乳幼児にかかる保育と就学前教育の一体化推進のため、現在市内 3 園で実施している幼児園事業を、新たに日吉校区
で実施するものです。日吉保育園及び日吉幼稚園の両施設を使用する施設分離型幼児園となります。
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平成24年の区長さんは次の皆さんです

王子町 前田　忠
戸田井町 高見陽右
両月町 高見芳行
大村町 高井康之
尾崎町 深田泰造
段下町 栗山利信
中西南町 井上一成
中西北町 松田俊彦
琵琶甲町 村上克也
野条町 蓬莱寿昭
牛居町 前田知十司
上野田町 中川　暁
東野田町 東一　勝
東笠原町 三宅廣司
西笠原町 佐伯道雄
三口町 幸田　博
坂本町 小谷安富
倉谷町 谷川定隆
千ノ沢町 山本貞一
新生町 山田博之
尾崎団地自治区 鉾之原良和

■下里地区

中野町 三宅博明
田原町 松本悟司
網引町 板井正和
南網引町 筧　利明
栄町 末廣正幸
桑原田町 菅野敏幸
繁陽町 松山　茂
繁昌町 増田誠夫
上宮木町 別府信之
下宮木村町 筧　一義
下宮木町 澤中　弘
鶉野上町 後藤　勇
鶉野南町 後藤光敏
鶉野中町 黒田義昭
繁昌団地自治会 川田順一

■九会地区

上若井町 篠倉和夫
下若井町 藤田賢裕
大内町 福井一彦
下道山町 増田　茂
上道山町 福井　隆
下万願寺町 大塚城弘
上万願寺町 国田琢道

■西在田地区

殿原町 丸山公司
鴨谷町 金沢博文
笹倉町 甘中吉彦
中富町 富永千廣
越水町 長田武雄
北町 吉田清孝
別所町 千石忠純
佐谷町 蓬莱義夫
上野町 藤原良作
広原町 内藤康都
下芥田町 小牧久規
上芥田町 是常鉄夫

■在田地区

福吉町 藤本秀之
本町 小塩昭一
南町 窪田弘之
駅前町 中塚久司
御旅町 中野治憲
御幸町 三枝　勤
笠屋町 高見　透
宮前町 松岡　猛
江ノ木町 小林三郎
住屋町 後藤　学
栄町 安達高明
小谷 植田　孝
栗田 山田義昭
横尾 高井宣博
古坂 内藤定一
東高室 松尾義三
西高室 高次貞雄
東南 岡田正弘
西南 西村栄俊
黒駒 菅原雅彦
曽根自治区 大道文昭
北条第三住宅自治区 中山景寿
古坂 1丁目自治区 田路公一
古坂 2丁目自治区 辻　富男
古坂 3丁目自治区 井上正至
北条団地自治区 原田孝志
女鹿山自治区 平田信男
清水団地自治会 高部博明
カナダ村自治会 服部　功
荒神山住宅自治区 荒枝和美

■北条地区

谷町 藤原　励
西谷東町 石野秀男
西谷西町 国松輝夫
畑町 竹内康眞
窪田町 山下昌三
吸谷町 中尾順一
西上野町 岡　正和
市村町 中右義明
坂元町 後藤光一
福居町 堀尾利和
谷口町 山野建一
吉野町 荒木保夫
芝自治区 斉藤　守

■富田地区

甲和泉町 陳田正和
乙和泉町 藤本隆博
河内町 小早五郎
山田町 奥畑眞一
野上町 高見勝彦
池上町 水谷和市
西野々町 阿木茂樹
島町 織部　徹
満久町 原田正利
馬渡谷町 北川博敏
大工町 神田知人
鍛治屋町 岡田一二三
油谷町 宇仁博文
田谷町 常峰正暢
国正町 塚本竹士
小印南町 片岡　茂
青野町 岡田俊和

■多加野地区

平成24年の農会長さんは次の皆さんです
■加西市区長会・会長　　西面壽幸（富合地区・代表区長）
■加西市区長会・副会長　山田義昭（北条地区・代表区長）

　　佐伯道雄（下里地区・代表区長）
　　増田　茂（西在田地区・代表区長）

■富田地区・代表区長　　堀尾利和
■賀茂地区・代表区長　　玉置博充
■九会地区・代表区長　　増田誠夫
■多加野地区・代表区長　阿木茂樹
■在田地区・代表区長　　藤原良作

福住東町 大崎秀嗣
福住西町 渡邊俊彦

■賀茂地区

山下西町 横山和美
山下中町 今峯隆司
山下東町 荒木伸正
西横田町 古角正博
東横田町 山本正憲
鎮岩町 三船義仁
岸呂町 杉本哲己
東長町 上原宏明
西長町 玉置博充
東剣坂町 小路重徳
西剣坂町 藤井　正
中山町 西本雅彦
大柳町 大谷　昇

都染町 吉田　茂
別府西町 西面壽幸
別府中町 松末智行
別府東町 西村　一
常吉町 吉田康明
朝妻町 高田勝生
豊倉町 岩佐　隆
玉野町 西脇　博
山枝町 仲井啓二
玉丘町 井上信好
青野原町 鎌谷憲一

■富合地区
北条東	 松本　正
北条西 井上邦男
小谷 正中勝重
栗田 小薮　弘
横尾 藤原耕一
古坂 野田純二
東高室 中野勝則
西高室 高橋良樹
東南 岡田岩雄
西南 大西寛美
黒駒 菅原喜義

■北条地区

谷町 垣内俊忠
西谷東町 石野敬五
畑町第 1 斉藤勇人
畑町第 2 内藤武博
畑町第 3 松下高章
畑町第 4 河原敏郎
窪田町 大西　武
吸谷町 中尾吉宏
西上野町 永野昭一
市村町 川嶋敏揮
坂元町第 1 小田政夫
坂元町第 2 小林篤寿
福居町第 1 大門弘樹
福居町第 2 柏原克哉
福居町第 3 堀尾勝彦
福居町第 4 宮崎政幸
谷口町 田中武雄
吉野町 荒木武彦

■富田地区

王子町 大道眞一
戸田井町 高見和則
両月町 高見　勉
大村町 後藤　敏
尾崎町 岩崎敏明
段下町 東山幸三
中西南町 塚前年明
中西北町 松田　茂
琵琶甲町 内田康雄
野条町 蓬莱　保
牛居町 中村泰仁
上野田町 中川和明
東野田町 小西優司
東笠原町 柿本　弥
西笠原町 佐伯　秀
三口川北 森本龍一
三口北浦 森井和喜
三口上所 西岡厚旨
坂本町 岩崎正俊
倉谷町 五百蔵卓久
千ノ沢町 山本泰三

■下里地区

中野町 三宅敏一
田原町 河合義文
網引町 谷口泰弘
南網引町 豊田　操
栄町 小林　清
桑原田町 菅野松郎
繁陽町 岸本善行
繁昌町 谷口義博
上宮木町 田中　勤
下宮木村町 深田貞幸
下宮木町 澤中文彦
鶉野上町 河合俊三
鶉野南町 飯尾哲也
鶉野中町 塩河武志

■九会地区

甲和泉町 伊藤芳文
乙和泉町 高橋正明
河内町 鈴木敏行
山田町 神田秀基
野上町 藤原芳巳
池上町 大塩年一
西野々町 佐竹利昭
島町 織部　武
満久町 藤原恭則
馬渡谷町 北川和良
大工町 石山清之
鍛治屋町 玉田滋基
油谷町 福田和秀
田谷町 内橋義廣
国正町 山田二郎
小印南町 植村勝弘
青野町 岡田一信

■多加野地区

上若井町 釜坂明廣
下若井町 柴本泰徳
大内町 竹内正己
下道山町 大西昭男
上道山町 高井幸文
下万願寺町 小池良信
上万願寺町 轟　敏昇

■西在田地区

殿原町 森本秀一
鴨谷町 田先崇志
笹倉町 松井章紡
中富町 高見隆夫
越水町 長田謙一
北町 大西泰美
別所町 上野惠三
佐谷町 高見正則
上野町 瀬戸　勝
広原町 高見博彰
下芥田町 黒田重信
上芥田町 為広　忠

■在田地区

■加西市農会長会・会長　　田中　勤（九会地区・代表農会長）
■加西市農会長会・副会長　藤原耕一（北条地区・代表農会長）
■富田地区・代表農会長　　松下高章
■賀茂地区・代表農会長　　水田徹也
■下里地区・代表農会長　　大道眞一
■富合地区・代表農会長　　吉田一男
■多加野地区・代表農会長　藤原恭則
■西在田地区・代表農会長　釜坂明廣
■在田地区・代表農会長　　為広　忠

福住東町 本多耕太郎
福住西町 安田敏行
山下西町 沢田重幸
山下中町 山下　哲
山下東町 松本　功
西横田町 山本敬三
東横田町 山本則雄
鎮岩町 岩佐敏昭
岸呂町 水田徹也
東長町 長井繁明
西長町 村田秀樹
東剣坂町 柏原敏一
西剣坂町 見上克実
中山町 松本由郎

■賀茂地区

大柳町 小林大助

都染町 多田安洋
別府西町 西村雅文
別府中町 松末勝身
別府東町 西村保志
常吉町 吉田一男
朝妻町 高瀬和夫

■富合地区

豊倉町 岩本一夫
玉野町 森田　薫
山枝町 仲井正人
玉丘町 井上砂男
青野原町 藤田孝一

代表区長の皆さん／前列左から佐伯さん、山田さん、西面さん、
増田茂さん、後列左から藤原さん、阿木さん、増田誠夫さん、堀
尾さん、玉置さん

代表農会長の皆さん／前列左から釜坂さん、田中さん、藤原耕一
さん、松下さん、後列左から藤原恭則さん、大道さん、水田さん、
為広さん、吉田さん

【問合先】　自治参画課☎㊷8706　℻㊸1800　sankaku@city.kasai.lg.jp 【問合先】　農政課☎㊷8741　℻㊸1802　nosei@city.kasai.lg.jp
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固定資産課税台帳の縦覧・閲覧

【縦覧・閲覧場所、問合先】　税務課資産税担当（市役所2階南側）☎㊷8713　℻㊷5700　zeimu@city.kasai.lg.jp

■縦覧（市内の土地や家屋の評価額）できる方
　固定資産税の納税者本人または代理人（納税者本人と
同居されていない方については、納税者本人の委任状が
必要）※本人等の確認のために運転免許証等の提示をお
願いします。
縦覧期間／ 4 月 2 日（月）～ 5 月 1 日（火）まで

（平日 8:30 ～ 17:15）
縦覧方法／コンピュータを使った縦覧です。操作方法等
については税務課職員におたずねください。

■閲覧（自身の課税台帳）できる方
　固定資産税の納税者本人、借地人・借家人（借地、借
家人については、賃貸契約書等の権利の資格を証明でき
る書類が必要）又は代理人（納税者本人と同居されてい
ない方については、納税者本人の委任状が必要）※本人
等の確認のために運転免許証等の提示をお願いします。
閲覧期間／ 4 月 2 日（月）～平成 25 年 3 月 29 日（金）
まで（平日 8:30 ～ 17:15）

　市で課税している土地・家屋の評価額などを記載した帳簿を下記の場所で、縦覧及び閲覧することができます。

■固定資産税の口座前納を希望される方へ

　固定資産税を口座振替で納めていただいている方で、前納を希望される方は、3 月 30 日（金）までに下記にご連絡
ください。ご連絡のない場合は、年 4 回の期別ごとの納付になります。過去に「継続的に前納の届出」のある方は、
その必要はありません。 
※年間の納付方法をお問い合わせするための「口座前納希望はがき」の送付は現在行っていません。
※「前納」は、1 年分を一括で前もって納税する方法。「期別」は、1 年分を年 4 回に分けて納税する方法です。

■平成 23 年度国民健康保険税（普通徴収）9 期の納期限は 4 月 2 日（月）です。納期内完納にご協力をお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合先／税務課税制担当☎㊷ 8712

　身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神保健福祉手帳をお持ちの方で、平成 24 年 4 月 1 日以降に新たに普
通自動車税・自動車取得税の減免申請をされる方は、下表のとおり減免内容が変更になります。
　これに伴い、家族が所有又は運転する場合の申請時に必要としていた「生計同一証明書」が不要になります。

4月1日から普通自動車税等の障害者減免が変更になります

■ 4 月 1 日以降の変更内容
変更前 変更後

対象車 家族運転の場合は、通学・通院・通勤・通所・
生業のために使用する自動車

もっぱら障害者の移動手段として使用する自
動車

減免率 全額（上限額の範囲内） 障害の程度や車の所有者等に応じて、全額（上
限額の範囲内）または 1/2 減免

減免限度額
自動車税 上限額 45,000 円 上限額 39,500 円
自動車取得税 （装置の変更に要した額＋ 300 万円）×税率 （装置の変更に要した額＋ 220 万円）×税率

※ 平成 24 年 2 月末までに減免を受けられた方については変更ありません。
　

■制度内容及び申請時の必要書類等、詳しくは下記へお問い合わせください。　　　　　　　　　　　　　　　　
【普通自動車税】　　　加東県税事務所☎ 0795-42-9331（直通）
【普通自動車取得税】　姫路県税事務所自動車取得税審査課☎ 079-233-8260、自動車取得税資料課☎ 079-281-9160
【軽自動車取得税】　　姫路県税事務所軽自動車取得税課☎ 079-233-8261

平成24年春季全国火災予防運動　実施期間／ 3月1日（木）～ 7日（水）

【問合先】　加西消防署予防広報担当☎㊷0119

　平成 23 年中、加西市内で 29 件の火災が発生しました。
その内、ごみ焼き中の不注意など「焼却火」が原因とな
った火災が 16 件と半数以上を占めています。ちょっとし
た油断や準備不足が原因で周囲の枯れ草に燃え移り、林
野火災にいたるケースも見られます。
　一人一人が、慣れから生じる不注意や油断を無くすこ
とにより、大半の火災を未然に防ぐこと
ができます。あなたの不注意から火災を
出さないようにしましょう。

■年間の火災件数と死傷者数

平成 19 年 20 年 21 年 22 年 23 年

火災件数 30 24 26 42 29

死者数 1 1 0 4 0

負傷者数 7 8 4 3 1

「消したはず  決めつけないで  もう一度」
平成 23 年度火災予防全国統一標語

交通事故のない安全で安心なまちへ

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

　平成 23 年の市内での交通事故発生状況は右表のとおり
で、事故件数が増加しています。特に 10 月末からの短い
期間で 6 名の尊い命が失われ、その内 2 名は飲酒運転に
よる痛ましい死亡事故でした。
　交通死亡事故は一瞬にして大切な命を奪い、平和な家
庭と暮らしを破壊します。特に飲酒運転は、交通死亡事
故に直結する極めて悪質・危険な行為であり、絶対に許
されるものではありません。
　それぞれの家庭や職場、更には地域で
全力をあげて飲酒運転の撲滅及び交通事
故防止に努めましょう。

■年間の交通事故件数と死傷者数

平成 19 年 20 年 21 年 22 年 23 年

事故件数 1,517 1,648 1,619 1,792 1,815

死者数 2 4 5 4 6

負傷者数 357 365 312 370 338

飲酒運転追放「三ない運動」
○酒を飲んだら車を運転しない
○運転する時は酒を飲まない
○運転する人には酒を飲ませない

【問合先】　市民課☎㊷8720　℻㊸8045　shimin@city.kasai.lg.jp

住所変更の手続きについて

　引越しなどで住所地を変更する場合、市民課窓口（市役所 1 階北側）に次の届出を行ってく
ださい。届出に際しては、不正防止のため、法律で届出できる人が定められています。窓口での
本人確認書類の提示にご協力ください。

届出の名称 届出の期間
届出に必要なもの

共通に必要 個別に必要
転入届

（市内へ引越しする場合）
住み始めた日から
14 日以内

①認印
②運転免許証など官公署が発
行した有効期限内の顔写真付
き本人確認書類 1 点※顔写真
付でない場合は 2 点（健康保
険証と年金手帳など）を提示
してください。

前住所の市町村で発行した転出証明書。

転出届
（市外へ引越しする場合）

引越し前または引
越し後 14 日以内 お持ちの方は、住民基本台帳カード。

※転出届の方で印鑑登録証がある場合は
返納してください。転居届

（市内で引越しする場合）
住み始めた日から
14 日以内

■届出できる人／本人、同一世帯員　※これ以外の人が手続きする場合は委任状が必要です。

■戸籍・住民票など証明の請求について
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北はりま絆ネット
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幼稚園・小・中・高校生の定期接種を受けましょう

　乳幼児期に受けた予防接種は、時間が経過するにつれて効果が低下していきます。幼稚園・小・中・高校生で追加接種し、
感染症から体を守りましょう。次の対象者で、まだ予防接種を受けていない方は、3 月末までに接種しましょう。

予防接種名 対象者

麻しん・風しん混合予防接種
2 期 幼稚園の学年で受ける予防接種 （平成 17 年 4 月 2 日～ 18 年 4 月 1 日生まれ）
3 期 中学校 1 年生で受ける予防接種 （平成 10 年 4 月 2 日～ 11 年 4 月 1 日生まれ）
4 期 高校 3 年生で受ける予防接種 （平成 5 年 4 月 2 日～ 6 年 4 月 1 日生まれ）

二種混合予防接種
11 歳から 13 歳未満が対象。
小学校 6 年生（平成 11 年 4 月 2 日～ 12 年 4 月 1 日生まれ）での接種が望ましい。

国民健康保険高齢受給者証（４月１日以降分）を送付します

　国の医療制度改正で 70 ～ 74 歳の方の医療費の窓口負担が平成 24 年 4 月以降、1 割
から 2 割へ引き上げられる予定になっていましたが、平成 25 年 3 月末までは 1 割負担
が継続されることになりました。
　4 月 1 日以降にお使いいただく国民健康保険高齢受給者証（以下、
高齢受給者証）を 3 月下旬に送付します。4 月以降に医療にかかる
時は、保険証と共に新しい高齢受給者証を窓口で提示してください。
　なお、窓口負担が 3 割となっている方は、現在お使いの高齢受給
者証を引き続きご利用ください。

　このたびお送りする新しい高齢受給者証の有効期限は平成 24 年 7 月 31 日です。8 月
以降お使いいただく高齢受給者証は、7 月下旬に送付します。

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

平成24年度「町ぐるみ健診」の案内と申込書は 4月に配付します

　広報 2 月号で、平成 24 年度「町ぐるみ健診」の案内及び申込書を、「広報 3 月号と共に配
付します」とお知らせしましたが、健診内容について調整が必要となったため、広報 4 月号（4
月 1 日発行）と共に配付することになりました。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。
　なお、「町ぐるみ健診」6 月実施分については、下記のとおり申込期間が短くなりますので
日程のみ先にお知らせします。

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

■「町ぐるみ健診」6 月実施分日程
対象地区 日時 場所 申込期間

北条・富田 6 月 6 日（水）・7 日（木）・8 日（金）8:00 ～ 12:00 JA 兵庫みらい本店（農協会館） 4 月 20 日（金）まで

※対象地区以外の方でも受診することは可能です。7 月以降の日程については平成 24 年度「町ぐるみ健診」の案内等で
お知らせします。

■加西市指定医療機関
あさじ医院 ☎㊹ 0225 おりた外科胃腸科医院 ☎㊷ 6000 西村耳鼻咽喉科 ☎㊷ 6020
安積医院 ☎㊻ 0361 さかいこどもクリニック ☎㊸ 0415 西村医院 ☎㊾ 0001
荒木医院 ☎㊸ 9711 さたけ小児科 ☎㊸ 1717 北条田仲病院 ☎㊷ 4950
医療福祉センターきずな ☎㊹ 2881 市立加西病院 ☎㊷ 2200 堀井内科医院 ☎㊾ 0150
大杉内科医院 ☎㊼ 0023 つつみ神経内科 ☎㊺ 2050 みのりクリニック ☎㊾ 8470
小野寺医院 ☎㊽ 3737 徳岡内科 ☎㊷ 0178 横田内科医院 ☎㊷ 5715

■接種期限／麻しん風しん混合予防接種は平成 24 年 3 月 31 日まで。二種混合予防接種は 13 歳の誕生日の前々日まで。
■接種費用／無料
■必要物品／母子健康手帳、体温計、健康保険証（本人確認のため）※予診票は医療機関及び市役所国保健康課にあります。
■接種申込／下記の加西市指定医療機関へ電話予約してください。

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

■健康づくりウォーキング教室

国民健康保険高齢受給者証

　健康づくりにウォーキングを始めたい
方を対象に、生活習慣を確認しながら歩
き方等の基本を身につけます。効果的なウォーキングで
楽しく健康を増進しましょう。

■日　　時／ 4 月 16 日～ 5 月 28 日の毎週月曜日
6 回コース　10:00 ～ 11:30

■申込期間／ 3 月 12 日（月）～ 4 月 9 日（月）　
■定　　員／ 15 名※健康増進センター新規利用者を優先
■申 込 先／加西市健康増進センター☎㊷ 3621

意と努力により、試験運用ですがようやくシステムが動
き始めたことで、今後市民にも認識が広がっていくこと
と期待しています。

■多様な利用法
　ある患者さんが既に加西病院、加東市民病院、西脇病
院の何れかに受診していて近くの診療所にかかった場合、
診療所の先生は病院から出ている薬や検査値を知って自
院の診療に活かすことができます。これを照会連携と言
います。ただ病院に集積された医療
情報は膨大で、診療所先生が閲覧す
る情報は必要で限られたものになら
ざるを得ないと思います。

■将来の期待
　2025 年には我が国は高齢化のピークを迎え、そのた
めに医療への負荷は極限に達すると言われ、年間死者
数は 1.4 倍にも達すると予想されています。
　現在、日本人の 85%は病院で死を迎えていますが、今
後そのような医療側の余裕は病床数も医療者人員も無く
なります。急性期医療、慢性期医療、介護、看取りの機
能分担を前提とした、地域の全関係組織が協力して高齢
化社会に対処するしかありません。
　北はりま絆ネットは、病院と診療所の連携によって
医療を受ける市民にとり医療の継続性と、診療所の先
生方には利便性を提供する仕組みです。その上で将来
的には、切れ目のない地域医療連携のための情報イン
フラとして役立つものと期待しています。

（ 病院事業管理者・院長　山邊裕 ）

■北はりま絆（きずな）ネットとは
　患者さんの受けている医療についての情報を、電子通
信網を介して医療機関で共有することのできる医療連
携システム（北はりま絆ネット）が、北播磨 4 市 1 町
で試験運用が始まりました。
　その核になる利用は、地域でかかりつけ医を担ってお
られる診療所の先生が、病院に患者さんを紹介した時、
病院で行われた検査結果や処方された薬を診療所のデ
スクに居ながらコンピュータを使って閲覧できるもの
です。現在は試用が始まったばかりで、病院側は加西、
加東、西脇の 3 市立病院と、診療所側は 4 市 1 町のモ
デル診療所 25 施設のみです。

■設立の経緯
　「北はりま絆ネット」が設立されるに至った経緯は、
病院勤務医の不足によって惹き起こされた地域医療崩
壊を防ぐ国の方策として、平成 22 年度に国から地域医
療再生基金 25 億円が北播磨に交付されたことがきっか
けです。小野三木統合の北播磨総合医療センターに 17
億円、西脇市民病院に５億円が交付され、残った部分
が人材育成と今回の地域医療連携システムに利用され
ました。
　兵庫県は上記の趣旨に沿って、患者さんの医療情報を
電子情報ネットワークで共有する『北はりま絆ネット』
の仕組みを構築することに決めました。そして北播磨
県民局が事務局となり、圏域の公的病院と医師会が中
心になって計画を進めました。1 年にわたる関係者の熱

北はりま絆ネット
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事
　北条鉄道の活性化を図ろうと、関西学院大学の学生
ら 9 人が 2 月 10 日、PR 用のプロモーションビデオを制
作するため、乗客へのインタビューや沿線風景の撮影
などを行いました。
　制作に取り組むのは同大学の「学生ベンチャー創成
塾」のゼミ生たち。平成 22 年度から同鉄道と連携し活
性化策を研究しています。「地域の人にも北条鉄道の良
さをアピールしたい」と北条鉄道ホームページで公開
予定、3 月中の完成をめざしています。

▲北条鉄道の社員にインタビューする学生たち。

北条鉄道のプロモーションビデオ制作中

　「第 13 回ボランティアのつどい」が 1 月 28 日、健康
福祉会館で開催され、約 1,000 人が参加しました。
　「思いやり、誰もができるボランティア」をテーマに、
日頃の活動に対する表彰や市内小・中・高校生による体
験発表が行われました。また、東日本大震災で被害を
受けた宮城県気仙沼市の松下尚子・市民会館長が、全
国からの様々な支援活動について講演を行うなどして、
参加者は災害時のボランティア活動の重要性を再認識
しました。

▲盛況だった気仙沼市の特産品物産展。

ボランティアの力を再確認

　善防公民館で 1 月 29 日、「正月遊びの集い」が開催
され、子どもから大人まで約 600 人が参加しました。
　同公民館で活動している登録グループなどが毎年行
なっている行事で、賀茂・下里地区の皆さんがボラン
ティアで協力し、地域をあげてイベントを盛り上げて
います。
　参加者は、もちつき、羽つき、たこあげ、こままわし、
竹馬など、世代を超えて楽しめる昔ながらの遊びを体
験しました。

▲たこあげや竹馬に興じる子どもたち。

むかしなつかし正月遊び

　北条小学校 6 年生 73 人が 2 月 6 日、もみや木ぎれを
積んで焼き上げた土器などを窯出ししました。
　作品は PTA 活動で作った「ミニ羅漢」約 400 個と総
合学習で作った「縄文土器」約 70 個。児童らが校内に
直径約 1.8m、深さ約 50㎝に掘って作った窯で 1 月 25
日から焼いていたものです。
　同校では毎年、卒業記念の作品づくりとして行って
おり、児童たちは「よい思い出ができた」と満足そう
でした。

▲焼き上がった作品を窯から取り出す児童ら。

卒業記念の土器窯出し

　ランドマーク展望台の指定管理者㈱ホープが、四季の
自然や景色をテーマに、加西市のシンボルモニュメント
として PR できる、魅力あふれる写真を募集。元日に行
われた「新春のつどい」会場で、参加者による投票の結
果、入賞作品など 2 点が決定しました。応募作品 9 点の
展示は次のとおりです。

■加西市ランドマーク展望台フォトコンテスト作品展
会期／ 3 月 15 日（木）まで　場所／加西市役所 1 階ロビー

▲市長賞「昇陽」（都倉重忠さん・加古川市）。

ランドマーク展望台、四季の写真を展示

　南部公民館で 2 月 19 日、腹話術愛好家でつくる「ロ
ゴス腹話術研究会加西」の創立 20 週年を記念した催し
が開かれました。
　同研究会は、平成 4 年に北部公民館の登録グループ
として発足し、約 30 人の会員が春風小イチロー（深田
哲男）さんの指導のもと練習を重ね、敬老会や保育所な
どでボランティア活動をされています。当日は観客約
300 人が集まり、会員が腹話術を披露。人形との愛らし
い掛け合いで、会場は笑いに包まれました。

▲会員が腹話術でこばなしを披露。

腹話術で笑顔を届けて 20年

　宇仁小学校の体育館で 1 月 27 日、全校児童が参加す
る ｢百人一首大会｣ が開かれ、熱い戦いが繰り広げられ
ました。
　冬休みに百人一首を覚えた児童たちの腕を競う催し
で、今年で 9 回目。学年別に 1 対 1 のトーナメント方式
で勝者を決めた後、各学年の優勝者同士が対戦して学校
№ 1 を決定します。決勝では、藤井広輝くん（4 年生）
と常峰美月さん（6 年生）が対戦し、接戦の末、常峰さ
んが優勝しました。

▲全校児童が見守る中、藤井くん（左）と常峰さんで決勝戦。

熱戦、全校児童で百人一首

　地域住民ら 9 人が 2 月 19 日、鶉野飛行場跡周辺に残
る機銃座 1 基の清掃作業を行いました。
　周辺に現存する 4 基の内の一つで、戦時中は 25㎜連
装機銃を装備し、同飛行場の空を守っていたもの。戦後、
長年放置され、土砂が堆積し地下の弾薬庫は水浸しに
なっていました。自衛隊青野原駐屯地からも隊員 6 人
が応援に駆けつけ、土砂さらいや草刈、ポンプで水の
汲み出しなどを行いました。今後、戦争遺産として観
光への利用を検討されています。

▲機銃座の直径約 5m のくぼみ部分を土砂さらい。

戦争遺産「機銃座」を清掃
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子育て支援「ひよっこタイム」「わくわくタイム」参加者募集

【問合先】　社会福祉課児童療育室（ひまわりルーム）☎㊷6704

　「ひよっこタイム」「わくわくタイム」は、未就園の幼児が、初めて経験する集団遊びの場です。
　ここでは、いろいろな玩具を利用しての親子遊びや友達との遊び、保育士による歌や手遊び・紙芝
居等のお楽しみ時間があり、遊びながら社会性を身につけることができます。また、子育てに関する
ちょっとした不安や悩みも気軽に家庭児童相談員に相談できます。親子で遊んで育児不安解消へ、ど
うぞご利用ください。

ひよっこタイム わくわくタイム
対象 市内在住で 1 歳以上の未就園の幼児とその保護者 市内在住で 3 歳以上の未就園の幼児とその保護者
開催曜日・定員 月曜・水曜日　各親子 45 組（計 90 組） 金曜日　親子 15 組

利用方法
月曜日か水曜日のどちらかに登録し、週１回利用

（10:00 ～ 11:30）
金曜日に登録し、利用（10:00 ～ 11:30）

開設場所 健康福祉会館第 2 棟 2 階　児童療育室（ひまわりルーム）☎㊷ 6704

申込期間
4 月 3 日（火）、4 日（水）9:30 ～ 12:00・13:00 ～ 16:00、4 月 5 日（木）13:00 ～ 16:00
期間内で先着順。開設場所に来室し、登録してください。電話では受け付け出来ませんのでご了承ください。

※ 4 月 11 日（水）から開設予定。費用は無料です。開設後、生後 3 か月未満の乳児の来室はご遠慮ください。
※「ひよっこタイム」と「わくわくタイム」両方の登録はできません。

市立幼稚園の入園料が 2人目から免除

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

　少子化対策の一環として、同一世帯の 2 人目以降のお子さまが市立幼稚園に入園される場合、
入園料（年額 8,000 円）が免除となります。
　該当される方は、既にお渡ししている「幼稚園入園料減免申請書」に記入のうえ、4 月 11
日（水）までに各幼稚園に提出してください。
　申請書をお持ちでない方は、各幼稚園にありますのでお問い合わせください。

子育て学習センターの「登録おやこ」を募集

【問合先】　善防子育て学習センター（善防公民館内）☎㊽3404、北部子育て学習センター（北部公民館内）☎㊺1523

　子育て学習センターは、0 歳から保育所（園）や幼稚園に入るまでの乳幼児が集う、親子・家族・地域のふれあいの場です。
遊びや体験学習を通して社会性を身につけ、親の子育て力を高めます。仲間とともに子育てを楽しみましょう。

■申込／ 4 月 13 日（金）までに各センターへ電話、又は来館して登録してください。

場所 ○善防子育て学習センター（善防公民館内）☎㊽ 3404　℻㊽ 3085
○北部子育て学習センター（北部公民館内）☎㊺ 1523　℻㊺ 0886

対象 市内在住で 0 歳から就園前の乳幼児とその保護者

活動日

月 2 回、次の①か②で登録してください。活動時間は 10:00 ～ 11:30、費用無料

① 第 1・3 週の火曜日から金曜日のいずれかの曜日。ただし、金曜日は、4 歳児とその
保護者が対象

② 第 2・4 週の火曜日から金曜日のいずれかの曜日。ただし、木曜日は、23 年 4 月以
降生まれの第 1 子とその保護者が対象

子育て相談（面談・電話相談）は、月曜から金曜日まで（13:00 ～ 15:00）受付

定員 各曜日グループごと 15 組ずつ（全部で 120 組）

内容 歌、手遊び、親子体操、おもちゃ作り、季節遊び（行事）、遠足、子育て講座、地域・高齢者大学・
ボランティア等の交流などを行います。

■ひょうご子育て応援賞表彰
■ mama ねひめ（代表・森　千尋さん、会員 13 名）
　北部子育て学習センター（北部公民館内）の参加者を中心に平成 17 年に結成、
市内外で人形劇公演によるボランティア活動をされています。子育て家庭への支
援などで先進的に取り組んでいる団体として、兵庫県から表彰されました。

求職者支援制度をご利用ください

【問合先】　ハローワーク西脇☎0795-22-3181

　「求職者支援制度」は、雇用保険を受給できない求職
者などを対象にハローワークの積極的な就職支援を受け
ながら、職業訓練での技術習得を通じて早期再就職をめ
ざす制度です。
　一定の要件を満たす方には、訓練期間
中「職業訓練受講給付金」が支給されます。

■支援対象者
・雇用保険に加入できなかった方
・雇用保険支給終了者
・雇用保険の加入期間が足りずに受給できない方
・自営業の廃業者・学卒未就職者の方　など

■就職支援
　給付金の受給の有無にかかわらず就職支援期間中、ハ
ローワークに月１回必ず職業相談に来所するなど、ハロ
ーワークの指示に基づき求職活動を行っていただきます。

■就職支援期間
　訓練期間中及び訓練終了後 3 か月間

■職業訓練受講給付金
　就職訓練中、次の要件をすべて満たせば給付が受給で
きます。

・本人の前月収入が 8 万円以下
・世帯全体の前年収入が 300 万円以下（月 25 万円以下）
・世帯全体の金融資産が 300 万円以下
・現在住んでいるところ以外に、自分名義の土地・建物

を所有していない
・全ての訓練実施日に出席できる
・同世帯に同時にこの給付金を受給して訓練を受けていない
・過去 3 年以内に、特定の給付金を不正受給したことがない

○給付内容
　受講手当／月額 10 万円
　通所手当／交通費（上限あり）

■制度の手続き
　訓練の受講申込みや職業訓練受講給付金の手続きは、
下記の問合先ハローワークで行います。詳細はお問い合
わせください。

全国健康保険協会兵庫支部の健康保険料率が変わります

【問合先】　全国健康保険協会兵庫支部☎078-252-8702

　全国健康保険協会（協会けんぽ）は、企業等で働く従
業員やその家族が加入する健康保険です。
　依然として厳しい医療保険の財政状況が続く中、平成
24 年 3 月分の保険料（4 月納付分）から、右表のとおり
変更になります。
　安定した健康保険制度を維持するため
に、何とぞご理解をいただきますように
お願い申し上げます。

■保険料等の変更率
現行 変更後（4 月納付分から）

健康保険料率 9.52% 10.00%

介護保険料率 1.51% 1.55%

※任意継続被保険者の方は 4 月分（5 月納付分）からの
変更になります。

mama ねひめの皆さん
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講座・イベント

地域交流センターからのお知らせ
参加費はすべて無料。
■女性のための健康講座

「ボディ・ペルヴィック・メイク」
ボディ（体）とペルヴィック（骨盤）
を一緒に整えます。ヒップや内もも
などの筋肉を整え、骨盤低筋群など
での女性特有の悩みを解消します。
日時：3/8（木）、22（木）、29（木）
10:30 ～ 11:30
講師：竹内佳津子（インストラクター）
対象：20 歳以上
定員：20 名（子連れ参加も可能）
主催：自治参画課
■はじめようキッズヒップホップ講座
子ども向けダンス教室。全 3 回。
日時：3/9（金）、23（金）、30（金）
18:45 ～ 19:45
対象：5 歳～小学生
主催：登録団体 Do-it
■ひょうたん駒の会展示会
ひょうたん芸術愛好家グループによ
る作品展を開催します。
日時：3/7（水）～ 11（日）
9:00 ～ 17:00
■体験教室
①自分だけのオリジナルひょうたんづくり
ひょうたんに絵付けを行います。作
成時間は 30 分～ 1 時間。先着 300 名。
日時：3/10（土）午前の部 10:00 ～
12:00、午後の部 13:00 ～ 15:00
②ひょうたん栽培教室
栽培から加工までを簡単に説明しま
す。希望者には「種」もプレゼント。
日時：3/7（水）～ 10（土）
9:00 ～ 17:00
※①②の希望者は当日交流プラザの
受付でお申し込みください。
主催：登録団体ひょうたん駒の会
■第 8 回かな書道会展
日程：3/23（金）～ 25（日）
主催：登録団体加西かな書道会

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：自治参画課☎㊷ 0099
nehimehall@nehime-net.jp　 講座は
電話かEメールで事前予約してください。

（受付は平日 9:00 ～ 17:00）

北部公民館
登録グループ体験教室

登録グループの活動を気軽に体験で
きます。
■北部歌謡教室
おなかから、声を出して歌うことで
心身ともに健康になります。
一度、正しい発声や歌唱指導を受けて
本格的に歌に取り組んでみましょう。
日時：4/2（月）10:00 ～ 12:00
場所：北部公民館視聴覚室
参加費：無料
問合先：北部公民館☎㊺ 0103

寄せ植え講習会と
花と緑の相談会

日時：3/25（日）10:00 ～ 15:00
※雨天の場合も開催いたします
場所：丸山総合公園管理棟※暖かい
服装でご参加ください。
参加費：無料※材料費は別途必要で
す。
持ち物：鉢（当日購入可）、軍手、
移植ごて、エプロンなど
申込先：加西勤労者体育センター
☎㊼ 1420 ※水曜休館

平成 24 年度盲ろう者向け通
訳・介助員養成講座

視覚と聴覚の両方に障害を持ってい
る方とのコミュニケーション方法を
学びます。初心者向け入門講座です。
日 時：5/19 ～ 6/30、9/1 ～ 29 の 間
の 6/16 と 9/22 を 除 く 毎 週 土 曜 日
10 日間。10:00 ～ 15:00
場所：コミュニティセンターおの

（小野市王子町 806-1）
内容：指点字、触読手話、手書き、ノー
トテイク、ガイドヘルプ等
参加費：無料（教材費 3,000 円）
定員：40 名
申込：住所・氏名（ふりがな）・年齢・
性別・職業・電話・FAX・手話通訳（要・
不要）を記入の上、FAX か郵送でお
申し込みください。
申込締切：4/27（金）必着
申込先：〒 657-0823 神戸市灘区岸
地通 1-1-1 灘区民ホール 2 階兵庫県
聴覚障害者情報センター盲ろう者向
け通訳・介助員養成講座係
℻ 078-805-4192、☎ 078-805-4175

（木・日曜祝日を除く 9:00 ～ 18:00）

みんなの福祉フェスタ 2012
■やすらぎ えがお あふれるまちへ
障害のあるなしにかかわらず、すべ
ての人にやさしい加西市を目指して
開 催 し ま す。 コ ン サ ー ト や 授 産 製
品、お菓子のバザー等のイベントが
盛りだくさん。書家・上山光広さん
も来場します。
日時：3/18 日（日）10:30 ～ 15:00
場所：アスティアかさい 3 階地域交
流センター
プログラム：終日、障害者施設・特
別支援学校などの活動紹介、手作り
製品販売
13:00 ～ 14:30 ／「オンリーゆうコ
ンサート」浦野兄弟と盲導犬テラ・
ファニーおばさん & オンリーゆうバ
ンド
問合先：加西市障害者（児）相談支
援センターやすらぎ☎㊷ 6708

（平日 8:30 ～ 17:15）

市民会館からのお知らせ
■桂米朝一門会加西寄席

日時：3/11（日）
14:00 開演
場 所： 市 民 会 館 文 化
ホール
入場料：全席指定 3,500
円　チケット発売中

※当日 500 円増、友の会会員 10%引
チケット発売先：市民会館ほか
■春季講座受講生募集中
フラワーアレンジメント、陳式太極
拳、パステル和アート、メイクセラ
ピー、ウクレレ、ウエーブストレッチ、
楽しいキッズダンス、フリースタイ
ルジャズダンス、ヨガ健康体操、ア
ロマストレッチ、自力整体教室、ハ
ワイアンフラ、バランスボールで骨
盤ダイエット、ロシア派バレエ（新規）
など。
開催日時、受講料など詳しくは募集
チラシ、窓口または下記までお問い
合わせください。

問合先：市民会館☎㊸ 0160

鶉野飛行場に残る
戦争遺産ハイキング

鶉野町周辺に残る太平洋戦争時の海
軍航空隊基地。周辺にいまなお点在
する当時の滑走路や防空壕など多く
の戦争遺産を、鶉野平和祈念保存会
の戦史担当者の案内で見学します。
日 時：3/11（ 日 ）9:00 ～ 12:30（ 少
雨決行）
集合：北条鉄道法華口駅
行き先：鶉野飛行場跡地など（約 5
㎞）
参加費：300 円（保険代等）
申込先：観光案内所☎㊷ 8823

ふるさと再発見ハイキング
■玉丘古墳群と埋蔵文化財　　　
播磨国風土記に登
場する玉丘古墳周
辺には多くの古墳
が点在します。担
当職員の案内で古
墳と埋蔵文化財整
理室を見学します。
日時：3/24（土）9:30 ～ 12:30

（少雨決行）
集合：加西市役所駐車場南バス停
行き先：玉丘史跡公園など（約 3㎞）
参加費：300 円 ( 保険代等）
申込先：観光案内所☎㊷ 8823

創立 30 周年記念  加西児童合
唱団さるびあっ子定期演奏会

30 周年を記念した演奏会。「わらべ
うた」や卒団生と共に「夢のふるさ
と～私たちのまち加西をたたえる歌
～」を披露します。
日時：3/17（土）13:30 開演
場所：市民会館文化ホール
賛助出演：混声合唱団ヴォルケ、ブ
ラックガム、加古川市立平荘小学校
和太鼓クラブ
問合先：さるびあっ子（前田）
☎㊷ 0980

発酵器を使って
「麹をつくってみましょう」
伝統食材である麹のつくり方と活用
法を学ぶ 2 日間。両日とも参加でき
る方を優先します。
日時：いずれも 9:00 ～ 12:00
3/27（火）「発酵器講習と麹づくり」
3/28（水）「麹の効用と料理講習」
場所：南部公民館　　　
参加費：1 日 900 円 （受講料含）
定員：15 名（多数の場合抽選）
問合先：南部公民館☎㊾ 0041

点字講習会
点訳ボランティア養成講座で、視覚
障害者への理解を深めましょう。
日時：3/26（月）～ 30（金）
5 回コース 13:30 ～ 15:30
場所：加西市健康福祉会館 1 階ふれ
あいの間 3
主催：加西点字教室
対象者：中学生以上※市内外不問
定員：10 名※先着順
参加費：無料
申込方法：3/21（水）までに電話・
FAX で下記にお申し込みください。
問合先：加西市社会福祉協議会
☎㊸ 8133　℻㊷ 6658

　国民年金制度には、学生で前年所得が基準額以下の人を対象に、手続きをして承認されると、保険料を納めることが
猶予される「学生納付特例制度」があります。学生納付特例制度をご希望の方は、忘れずに手続きをしましょう。
※平成 23 年度分の学生納付特例申請受付は、24 年 5 月 1 日（火）までですのでご注意ください。

■対象者
　大学（大学院）・短大・高等学校・高等専門学校・専
修学校・各種学校などに在籍する学生（各種学校の場合、
修業年限が 1 年以上であることが必要です）
■所得の基準額
　学生本人の前年所得が 118 万円以下（扶養親族等がい
る場合は、その数に応じて加算されます）

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

国民年金「学生納付特例」を忘れずに手続きしてください

■手続きに必要な物
　学生証または在学証明書（平成 23 年 4 月以降の在学
期間がわかるもの）、年金手帳、印鑑
※会社等を退職し学生になられた方
は、雇用保険被保険者離職票が必要
です。

加西市コミュニティバスなどのルート・ダイヤを再編
　市街地へのアクセスや利便性向上を目的に、加西市コ
ミュニティバスのルート・ダイヤ再編と、西在田・在田
地区で運行中の「はっぴーバス」のダイヤ改正を 4 月 2
日（月）から行います。
　新しい時刻表などは、広報かさい 4 月号と共に配付し
ます。　　　　　　　　問合先／経営戦略室☎㊷ 8700

玉丘古墳



広告

16 17

広告

広報かさい　2012.3 月号 広報かさい　2012.3 月号

くらし

多重債務解決支援など
無料電話相談

借金相談・クレジット・多重債務・事
業融資・住宅ローン解決支援など、1
人で悩まずにご相談ください。
相談日時：3 月は毎日 8:00 ～ 22:00 電
話で受け付けます。
問合先：NPO 法人消費者 Life 支援
事務局☎ 079-441-9902
フリーダイヤル 0120-449-902

保育所であそぼう。参加者募集
■動くこどもの館号がやってくる
伝承あそびや人形劇、
体操あそびなどの楽
しいメニューが体験
できます。
日時：3/7（水）10:00 ～ 11:30
場所：北条南保育所（北条町西高室）
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：北条南保育所☎㊷ 3162

まちかどイベント
「横尾歴史街道みてあるき」
歩いて楽しい通りへ。地域住民によ
る町興しイベントを開催します。
■まちかどギャラリー
街道沿いの民家の縁側や土間をギャ
ラリーに、ひな飾りや古道具など我
が家の自慢品、北条保育園児のおひ
なさま作品を展示します。
会期：4/1（日）～ 8（日）
■ 1 日限りのお楽しみイベント
日時：4/1（日）
10:00 ～  オープニング（お楽しみあり）
11:00 ～ マジックショー、町内再発
 見ウォーク（ガイド付き）
13:00 ～ オカリナ演奏
終日、喫茶コーナーや手作り品の展
示・販売、お楽しみ抽選会（小学生
以下対象・空クジなし）、また国登
録文化財の旧町屋「高井家」「水田家」
を一般公開します。

上記場所：横尾歴史街道（北条町横
尾西端から東の地蔵さん辺りまで）
上記問合先：横尾歴史街道つどいの会

（水田）☎㊷ 0057

シカの駆除を実施します。
ご注意ください

3 月 16 日（金） から
31 日（土）までの間、
ニホンジカ有害駆除

（シカ個体群管理事業）
を、猟友会加西支部（銃器）により
実施します。
次のことにご留意いただき、事故防
止にご協力をお願いします。
■土曜日・日曜日は、特に注意をし
てください。
■不要の入山は控え、入山される場
合は目立つ服装や鈴・携帯ラジオ等
をかけるなどの工夫をお願いしま
す。
問合先：農政課☎㊷ 8741

こころのケア相談
眠れない・イライラする・不安が強
い・アルコールの問題・ひきこもり
の問題・心の病気・高齢者の心の問
題についてなどご相談ください。専
門医師と保健師がお話を伺います。

（要予約）
日時：3 月 15 日（木）13:30 ～
場所：加西市健康福祉会館
問合先：加東健康福祉事務所地域保
健課☎ 0795-42-5111（代表）

第 3 回加西市定例教育委員会
会議はどなたでも傍聴可能です。
日時：3/28（水）9:00 ～
場所：市役所 1 階多目的ホール
問合先：教育総務課☎㊷ 8770

献血は身近にできる
ボランティア

気温の変化で体調を崩しやすいこの
時期は血液の在庫が少なくなりま
す。人工的につくることのできない
血液は献血でしか補えません。多く
の皆様のご協力をお願いします。
■市内献血のお知らせ
日時：3/14（水）13:30 ～ 16:00
場所：兵庫みらい農業協同組合本店
問合先：国保健康課☎㊷ 8723

家具の転倒防止などの対策を
地震時には、家具や
家電の転倒・落下に
よりケガをするだけ
でなく、転倒した家
具等により避難路が
ふさがれることもあります。
近年発生した大地震では、3 ～ 5 割
の方が家具・家電の転倒落下やガラ
スの飛散によりケガをしています。
こうした被害は、家具・家電の配置
を換えたり、転倒防止器具の取り付
けやガラス飛散防止シートの貼り付
けにより防ぐことができます。
3 月は引っ越しの多いシーズン。自
宅やオフィスのレイアウト変更の際
には、これらの対策を行う絶好の機
会ですので、地震に備え、ぜひ取り
組んでください。
問合先：兵庫県防災計画課
☎ 078-362-9809

加西おやこ劇場
第 124 回舞台鑑賞会

■人形劇「サクラがいく !!」
人形芝居「ひつじのカンパニー」が
贈る、子猫サクラの
冒険物語。
日時：3/3（土）
14:00 ～ 15:00（開演 13:45）
場所：善防公民館大研修室
参加協力費：今回のみ鑑賞の方 1,000
円（大人・子ども同額）4 歳以下無料
会 費： 月 800 円（5 歳 以 上）、 入 会
金 300 円
※ 会 員 に は 1 人 つ き 2 枚 チ ケ ッ ト
が届きます。
※ 3 か月以上続けて、次の舞台鑑賞
会「いっこく堂スーパーライブ」に
もご参加ください。
問合先：加西おやこ劇場☎㊸ 0830

（火木金 10:00 ～ 15:00）

戦後強制抑留者の皆さんへ
特別給付金の請求受付期間は、3 月
31 日（消印有効）までです。まだ
請求されていない方は、下記までお
問い合わせください。
対 象 者： 平 成 22 年 6 月 16 日 に ご
存命で日本国籍を有する方（同日以
降に亡くなられた方は相続人）
問合先：平和祈念事業特別基金
☎ 0570-059-204（ナビダイヤル）

（IP 電話、PHS は 03-5860-2748）
受付は、平日 9:00 ～ 18:00

新規就農支援について
45 歳 ま で の 独 立・ 自 営
の新規就農者（専業農家）
に対し給付金が交付され
る支援制度が新設されました。これ
からの農業大学校等で研修を受けら
れる方も対象となります。詳しくは
下記までお問い合わせください。
問合先：加西農業改良普及センター
☎㊼ 1448、市役所農政課☎㊷ 8741

農地の貸し借り相談会（要予約）
農地を貸したいが、貸し手が見つか
らない。農地を相続したが、管理に
困っているなど、農地の借り手がな
くてお困りの方を対象に、農地の貸
し借りについてのご相談に乗りま
す。
日時：3/17（土）9:00 ～ 12:00
場所：市役所 4 階農政課※東玄関（職
員駐車場側）からお入りください。
対象：農地所有者で農地を貸したい
方
申込：3/12（月）までに下記まで
※ご相談は相談会以外の平日も受け
付けています。下記までお問い合わ
せください。
申込先：農政課☎㊷ 8741

第 8 回根日女ふれあい卓球大会
日時：3/18（日）9:00 ～
場所：加西勤労者体育センター
主催：加西市卓球協会
参加資格：市内に居住、
勤務、通学する方
種目：シングルス

（1 ～ 4 部）
参加費：無料
申込：規定の参加申込書を下記まで
申込締切：3/10（土）必着
申込先：〒 675-2445 加西市殿原町
906-1 大野隆司☎㊹ 0662

第 35 回町親善ソフトボール
大会

日時：4/29（日・祝）8:30 ～、雨天
の場合 4/30（月・振替休日）
場所：アラジンスタジアム（開会式）他
主催：加西市体育協会
参加資格：市内在住の方、1 町 1 チー
ム 監 督 含 め 20 名 以 内、 学 生 不 可。
詳しい大会要項は、区長・社会教育
推進委員に送付します。
参加費：1 チーム 7,000 円
申込：規定の参加申込書に参加費を
そえて、下記まで
申込締切：4/5（木）必着
申込先：〒 675-2303 加西市北条町
古坂 1173-14 加西市立総合教育セン
ター内加西市体育協会事務局
☎㊷ 3723

ねひめキッズからのお知らせ
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
■ 3B 体操
3B 体操アドバイザーが来園します。
親子で体を動かして遊びましょう。
日時：3/15（木）11:00 ～ 12:00
■家庭教育講座⑧

「幼児期は才能の芽を伸ばそう」
希望者は託児あり。
日時：3/7（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。妊婦
さんも一緒にお話ししましょう。
日時：3/21（水）10:30 ～ 11:30　

上記問合先：ねひめキッズ☎㊷ 5710

絵手紙教室「たんぽぽ」
20 周年展開催

中 央 公 民 館 登 録 グ ル ー プ「た ん ぽ
ぽ」の結成 20 周年の記念展示。
日時・場所：
①図書館パネルギャラリー・オープ
ンミュージアム 3/1（木）～ 30（金）
10:00 ～ 18:00
② ア ス テ ィ ア か さ い 3 階 ウ ォ ー ル
ギャラリー 3/14（水）～ 30（金）
問合先：同登録グループ「たんぽぽ」

（正中）☎㊷ 0781

図書館イベント情報
■絵本と音楽でつづるおはなし会ス
ペシャル 2
絵本「はじめてのおつかい」や「す
てきな三にんぐみ」などをピアノの
音色にのせてお話しします。
日時：3/10（土）14:00 ～
場所：アスティアかさい 3 階多目的
ホール
出演：読み手／かさい・えほんの森、
ピアノ伴奏／松﨑由美さん
参加費：無料
問合先：図書館☎㊷ 3722

嶺厚会結成 10 周年記念
大正琴演奏会

大正琴の演奏グループ「嶺厚会」の結
成 10 周年を記念した演奏会。「無法
松の一生」など他 15 曲を披露します。
日時：3/25（日）13:30 開演
場所：健康福祉会館大ホール（入場
無料）
賛 助 出 演： コ ー ラ ス ね ひ め（ 加 西
市）、グリーンベル（加東市）
問合先：嶺厚会（古角）☎㊻ 1170
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■人権相談（人権問題に係る相談）☎㊷8727
日時：3/6（火）、4/3（火）　13:30 ～ 15:30
場所：市民会館
■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
日時：3/22（木）　9:00 ～ 11:00
場所：健康福祉会館内　※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　☎㊸0303
日時：3/8（木）、4/12（木）　13:30 ～ 16:00
場所：健康福祉会館内
■行政相談（行政に係る諸問題）☎㊷8739
日時：3/22（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）☎㊷3730
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：3/1（木）、4/5（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　☎0790-43-1217
日時・場所：4/ 5（木）　13:00 ～ 15:30　市役所5階小会議室
　　　　　　4/19（木）　13:00 ～ 15:30　市役所6階会議室
■エイズ・肝炎ウィルス検査・相談　☎0795-42-9436
日時：3/5（月）、3/19（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。1月21日～ 2月20日届出・掲載承諾分

死亡者 年齢 喪主 町名

高見八郎 86 高見周作 野上町
竹國義晃 50 竹國文子 北条町北条
浅見國惠 92 浅見洋志 坂本町
髙田與一 79 高田將吾 北条町西高室
羽子岡のぶこ 103 羽子岡義隆 畑町
葊田隆夫 84 葊田勝彦 河内町
金澤武彦 77 金澤吉弘 北条町古坂
法田　清 85 法田由香 倉谷町
吉岡　悠 25 吉岡晃正 北条町北条
淺田和美 71 淺田はつみ 繁昌町
澤中つたゑ 88 澤中種子 下宮木町
長濱　勇 88 長濱良樹 笹倉町
山本すま子 79 山本　忠 中富町
後藤光義 69 後藤幸司 鶉野町
筒井達也 35 筒井正雄 西谷町
髙井とみ子 94 高井　章 北条町古坂
増田雅實 88 増田佳紀 繁昌町
辻　悦二 93 辻　祐一 殿原町
竹内辰雄 83 竹内正己 大内町
畑中武生 85 畑中和代 畑町
田中かめの 81 田中広利 別府町
垣内一男 85 垣内裕史 北条町西南
中島哲也 60 中島大輔 北条町北条
布施信義 61 布施智明 北条町北条
柿本きみゑ 98 柿本一明 西笠原町
田中より 100 田中秀正 谷口町
森口督三 85 森口源男 山枝町
山田一實 89 山田一壽 上道山町
後藤五一 83 後藤政博 殿原町
伊藤榮逸 81 伊藤政信 和泉町
田中利計 83 田中正信 谷口町
菅野早苗 81 菅野俊男 常吉町
常峰ひさ 92 常峰芳樹 田谷町
柏原忠男 92 山本正人 東剣坂町
前田正信 84 前田和正 大村町
吉田トクエ 91 吉田利信 田原町
藤原せつ 90 藤原和義 網引町
大西一枝 90 大西泰美 北町

※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。

■ 2 か月児（先天性股関節脱臼）健診 
日時：3/26（月）13:00 ～ 13:45
対象：平成 24 年 1 月生まれの乳児
■ 4 か月児健診
①日時：3/6（火）13:00 ～ 13:45
①対象：平成 23 年 10 月生まれの乳児
②日時：4/3（火）13:00 ～ 13:45
②対象：平成 23 年 11 月生まれの乳児
■ 1 歳 6 か月児健診 
日時：3/13（火）13:00 ～ 13:45
対象：平成 22 年 9 月生まれの幼児
■ 2 歳児教室
日時：3/21（水）13:00 ～ 13:15、

14:00 ～ 14:15  
対象：平成 22 年 3 月生まれの幼児
■ 3 歳児健診
日時：3/27（火）13:00 ～ 13:45 
対象：平成 21 年 1 月生まれの幼児
■乳幼児保健相談
日時：3/22（木）13:00 ～ 13:30 
対象：希望者
■離乳食講習会初期（予約制）
日時：3/15（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。

健診実施場所：健康増進センター

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）

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、必ず医療機関に電話確認
してください。加西消防署（☎㊷ 0119）で確認することもできます。

3 月 4 日（日）　坂部整形外科  　☎㊸ 1444（北条町）　　　　
3 月 11 日（日）　大杉内科医院  　☎㊼ 0023（別府町）　　　　
3 月 18 日（日）　荒木医院  　☎㊸ 9711（北条町）　　　　
3 月 20 日（火）　つつみ神経内科 　☎㊺ 2050（野上町）　　　　
3 月 25 日（日）　おりた外科胃腸科医院 　☎㊷ 6000（北条町）　　　　
4 月 1 日（日）　西村医院  　☎㊾ 0001（中野町）　　　　

広告

★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。
★平成 24 年 4 月～ 25 年 3 月の「親と
子の健康づくりカレンダー」は広報か
さい 4 月号と一緒に配付します。

募 集

公民館かしの木学園生募集
かしの木学園では、高齢者による「い
きいきとした地域生活」を目指し、
各公民館で新しい教養や健康づくり
等の講座を開催しています。仲間と
共に交流の輪を広げ、学びを活かし
た新たな活動を始めてみませんか？
講座開催日：5 月～ H25.3 月の間、
月 1 回（各公民館とも全 10 回程度）
対象：60 歳以上の市民
申込先：詳しくは、各公民館までお
問い合せください。（受付は月～土
曜日 9:00 ～ 17:00）
中央公民館☎㊷ 2151
善防公民館☎㊽ 2643
南部公民館☎㊾ 0041
北部公民館☎㊺ 0103

行政書士による無料相談所
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：3/10（土）、4/14（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

平成 24 年度
第 1 回警察官採用試験の実施

受付期間：3/23（金）～ 4/22（日）
※郵送は 4/17（火）まで
試験日：5/13（日）
資 料 請 求： 受 験 資 料 は、
加西警察署及び兵庫県警
察本部の受付窓口に備え
付けています。
問合先：兵庫県警察本部警察官採用
センター☎ 0120-145-314
※詳細は兵庫県警察のホームページ
の採用情報をご覧ください。

広告

自衛官募集
■予備自衛官補
応募資格：
一般／ 18 歳以上 34 歳未満
技能／ 18 歳以上で国家免許資格等
を有する者
受付期間：1 回目／ 4/4（水）まで
■自衛隊幹部候補生
応募資格：
一般・技術／ 22 歳以上 26 歳未満
歯科／専門の大卒（見込み）20 歳
以上 30 歳未満
薬剤／専門の大卒（見込み）20 歳
以上 26 歳未満
受付期間：4/27（金）まで

※その他詳しく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
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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
H24.1.31 現在（前月比）

人口／ 47,412（－ 60）
1 月の出生数／ 23 人

男／ 23,133（－ 21）
死亡数／ 56 人

女／ 24,279（－ 39） 世帯数／ 17,041（－ 16）｜ ｜ ｜

広報かさい　2012.3 月号

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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合先		財政課☎ 0790 ㊷ 8710

ふるさと納税は加西市に

笹倉町・逆池の水鳥たち（甘中永二さん撮影）

　播州三大まつりの一つに数えられ、約 900 年の長い伝統とともに、優雅さと勇壮さ
をあわせ持つ春のお祭り「北条節句祭り」が 4 月 7・8 日の両日、北条町北条の住吉神
社で行われます。豪華な屋台や龍王舞、鶏合せなどの古式ゆかしい神事が見どころです。

北条のまちなか
を練り歩く化粧
屋台

三木鉄道デザイン車両がラストラン、今春生まれ変わります

【問合先】　北条鉄道株式会社☎㊷5211

　加西市と小野市を結ぶ北条鉄道が廃線となった三木鉄道より購入し、
外装を変えずに平成 21 年 4 月から運行していた「フラワ 2000-3 号」
が、外装を塗り替え新しく生まれ変わります。
　三木鉄道デザインでの運行は、2 月 7 日の 8:28 粟生発北条町行きが
最後になりました。2 月 5 日にはラストラン特別イベントが開催され、
別れを惜しむ鉄道ファンらが見納めに駆けつけました。

　改装した「フラワ 2000-3 号」の出発式が、次の
日程で開催されます。

■鉄道利用で小野市の施設が半額などに
公共施設名 利用料金割引

小野市立好古館
☎ 0794-63-3390

入場料半額
（200 円→ 100 円）

あお陶遊館アルテ
☎ 0794-66-7789

小野市民と同額に
（※通常 5 割増し）

白雲谷温泉ゆぴか
☎ 0794-70-0261

大人のみ入浴料割引
（600 円→ 500 円）

　北条鉄道を利用して、右表の小野市の施設を見学・利用した場合、
入場料などの割引特典を受けることができます。
　特典を受けるには「北条鉄道乗車証明証」が
必要ですので、北条町駅または運転士にお申し
出ください。

三木鉄道デザインで最後の運行となった 2000-3 号

■新デザイン車両出発式

■北条節句祭り写真コンクール
　北条節句祭りの写真作品を募集します。詳細は応募要項をご覧ください。
　応募要項設置場所／写真のすみよし、加西市観光案内所（北条町駅内）、
　加西市観光ホームページ「かさい観光ナビ」

新デザイン車両は、加西市の新キャラクター「ねっぴー」と小野市のシンボル「ひ
まわり」が描かれます

あお陶遊館アルテ

■日時／ 3 月 20 日（火・祝日）9:30 ～
■会場／北条町駅

【問合先】　加西市観光案内所☎㊷ 8823


