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№ 大会名 開催日 場所 参加費。申込締切日など

1
市長旗争奪野球大会 9/30 ～ 10/21 アラジンスタジアム､ 市民グラウ

ンド､ 各中学校グラウンド
協会未登録ﾁｰﾑは、
1 ﾁｰﾑ 3,000 円

申込先／参加申込書を 9/25 の 18:30 から 19:00 の間に加西市軟式野球協会事務所（旧市役所）へ持参。

2
町対抗家庭バレーボール大会 10/7 善防中、九会小、富合小、泉小、

西在田小、特別支援学校体育館
１ﾁｰﾑ 1,000 円
締切り 8/27（17:00 まで）

申込先／〒 675-2395（住所表記不要）加西市教育委員会  文化スポーツ課

3
親善サッカー大会 9/30 ～ 10/21 アクアスかさい､

ぜんぼうグリーンパーク
小中学生 1 ﾁｰﾑ 1,000 円、
一般 1 ﾁｰﾑ 3,000 円

申込先／〒 679-0103 別府町 2664-315　西村　治　☎㊼ 0865　℻㊼ 0026　締切り 8/31（17:00 まで）

4
市民卓球大会 10/7 加西勤労者体育センター 締切り 9/21

申込先／〒 675-2103 鶉野町 138-1　一矢直也　☎㊾ 2771　　

5
市民ソフトテニス大会 10/14 加西テニスコート 雨天時は、10/21

締切り 9/14
申込先／〒 675-2351 福居町 42-8　加西市ソフトテニス協会事務局　辻　康則　☎ 090-6974-9130

6
市民柔道大会 10/7 北条中武道館 締切り 9/3（17:00 まで）

申込先／〒 675-2312 北条町北条 933　黒田秀一　☎㊷ 1537

7
市民剣道大会 10/8 北条小体育館 締切り 9/15（17:00 まで）

申込先／〒 675-2345 西剣坂町 565-1　見上敏幸　☎・℻㊻ 0656

8
市民空手道大会 9/8 加西勤労者体育センター 締切り 8/15（17:00 まで）

申込先／〒 675-2233 両月町 208-1　辻　正富　☎㊽ 2426

9
少林寺拳法演武大会 10/7 北条東小体育館 締切り 9/1（17:00 まで）

申込先／〒 679-2154 姫路市香寺町相坂 770　川嶋保男　☎ 079-232-5853

10
市民バドミントン大会 10/7 加西中体育館 シングルス 500 円

ダブルス 1,500 円
申込先／〒 675-2303 北条町古坂 2-65　岩井浩二　☎㊷ 2943　締切り 9/24（17:00 まで）

11
市民硬式テニス大会 10/7  加西テニスコート 雨天時は 10/8　1 ﾍﾟｱ 500 円

締切り 9/21（17:00 まで）
申込先／〒 675-2404 油谷町 639-3　㈱アオノリゾート内　加西市テニス協会　☎㊺ 1845

12
市長杯地区対抗ゲートボール大会 10/7 すぱーく加西 締切り 9/1

申込先：〒 675-2463 広原町 358-1　深山幸雄　☎㊹ 1434

13
市長杯グラウンド・ゴルフ大会 10/7 多目的グラウンド 小雨決行

荒天時は、10/8
申込先／〒 675-2312 北条町北条 1044-2　大西庸雄　☎㊸ 0313（20:00 以降）　℻⑳ 7197
　　　　〒 675-2334 福住町 57-1　杉本文代　　☎・℻㊻ 0727　　締切り 9/20（定員 120 人）

14
市民バウンドテニス大会 10/7 善防公民館（多目的ホール） 参加費 500 円

締切り 9/20（17:00 まで）
申込先／〒 675-2312 北条町北条 639-17　加西市ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会事務局　福和　博　☎㊷ 3492

15
親善バスケットボール大会 10/20、27、28 北条小体育館､ 北条高体育館 小学生 1 人 100 円、

高校生 1 ﾁｰﾑ 1,500 円、
一般（協会未登録ﾁｰﾑ）5,000 円申込先／申込書を 9/13（19:30）にｺﾐｾﾝ 2 階視聴覚室（抽選会）へ持参

第45回　加西市体育大会

■総合開会式
　日　時／ 10 月 7 日（日）8:30 ～
　場　所／アラジンスタジアム
　　　　　※雨天時：加西市健康福祉会館大ホール

■各種競技
　申込先／下表参照
　締　切／各競技大会の要項参照

【問合先】　文化スポーツ課・社会体育係☎㊷8773　℻㊸1803　koryu@city.kasai.lg.jp

　各競技大会の要項と参加申込書は、市教育委員会、各公民館にあります。市ホームページにも掲載しています。

後納制度（国民年金保険料の納期限の延長）が始まります

　国民年金制度は、20 歳から 60 歳に到達するまでの 40 年の間に国民年金保険料を納めていただくことで、満額の老齢
基礎年金を受給することができます。

　しかしながら、保険料を納められなかった期間がある場合や資格取得などの届出忘れにより国民年金の資格期間がな
い場合には、将来の年金受給額が少なくなったり、年金そのものが受給できなくなったりすること（保険料納付や免除
等の合計が 25 年（300 月）未満の場合）があります。

　このような事態を避けるために、法律が改正され、平成 24 年 10 月 1 日から平成 27 年 9 月 30 日までの 3 年間に限り、
保険料の納めることができる期間が過去 2 年から 10 年に延長となる後納制度が始まります。具体的には、平成 14 年 10
月分以降の納められなかった保険料を納めることができます。
　ただし、既に老齢基礎年金の受給権をお持ちの方は、納めることができません。

【問合先】　国民年金保険料専用ダイヤル☎0570-011-050　　加古川年金事務所☎079-427-4743

平成25年度採用・北はりま消防組合消防職員採用試験の案内

　平成 25 年 4 月 1 日採用の消防職員を次のとおり募集します。

【問合先】　北はりま消防本部・消防部総務課☎0795-48-3115

■募集職種

■受験申込・試験日程

職種 採用予定人数 受験資格

消防 8 人

①昭和 63 年 4 月 2 日以降に生まれた人で、高等学校以上を卒業、または平成 25 年 3 月に
　卒業見込みの人
②加西市・加東市・西脇市・多可町内に居住できる人
③色覚・聴力・言語及び運動機能等に障害がない身体強健な人

受験申込
受付期間 　8 月 1 日（水）～ 8 月 14 日（火）8:30 ～ 17:15　※土日は除く

受付場所
　北はりま消防本部・消防部総務課（加東市役所滝野庁舎 3 階）
　加東市下滝野 1269 番地 2

1 次試験の日程・種目・場所
　9 月 16 日（日）　8:30 ～　筆記試験・体力検定
　西脇消防署（西脇市野村町 1796 番地の 502）

※詳細は北はりま消防本部ホームページをご覧ください。

　9 月 30 日（日）にトライアスロン大会を開催す
るにあたり、当日はコース周辺道路を通行止めにし
ます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力を
お願いします。

問合先／トライアスロン大会実行委員会事務局・　
　　　　商工観光課内☎㊷ 8740

■通行止区間（8:30 ～ 12:30）

交通規制のお知らせ（グリーンパークトライアスロン in かさい）

古法華自然公園

剣坂

段下

王子

長駅

播磨下里駅

賀茂小

善防中
善防公民館

高
砂

北
条

線

小野香寺線


