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11月は弱者に対する暴力防止に重点的に取り組みます

　加西市は 11 月を「パープルリボン月間」として、暴
力を許さない社会づくりに取り組んできました。配偶者
等からの暴力、性犯罪、セクシュアル・ハラスメントな
どの女性に対する暴力は、重大な人権侵害です。
　今年度は、子どもや高齢者等への暴力根絶を含めた「す
べての暴力をなくす運動」として、市民団体と連携し、
右のような啓発活動を行います。

【問合先】　ふるさと創造課・市民参画係☎㊷8706　℻㊸1800　furuso@city.kasai.lg.jp

■「すべての暴力をなくす運動」フォーラム
　兵庫県児童養護施設連絡協議会の吉田隆三会長による
講演や、市民団体による歌・演奏・講話などを行います。
日　時／ 11 月 17 日（土）　13:00 ～ 15:15
場　所／アスティアかさい 3 階多目的ホール
参加費／無料
申込先／加西市男女共同参画センター☎㊷ 0105

　加西市は、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に対して、学童保育園を開設してい
ます。来年度に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、市条例の規定により休園となりますのでご了承ください。また、現在未
開設の小学校区でも、希望者が 10 人以上あれば開設しますのでご相談ください。

平成25年度学童保育園入園の案内

■学童保育園概要

平成 24 年度
実施園（定員）

・北条（30 人）　・北条東（55 人）　・富田 （20 人）　・下里（35 人）　・九会（45 人）
・富合（25 人）　・日吉 （35 人）　・西在田（21 人）　・泉 （26 人）

入園資格
市内の小学校 1 ～ 3 年生で、就労等で保育が可能な同居成人がいない児童
※申し込み多数の場合は、優先順位（① 1 年生 ② 2 年生 ③ひとり親家庭 ④保護者の勤務状況 ⑤その他）を
　考慮し、入園決定しますので、受け入れできない場合があります。

申込方法 11 月 16 日（金）までに、こども未来課（市役所 1 階⑦番窓口）へお申し込みください。

必要書類 ①学童保育園入園申請書　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）
※申請書はこども未来課と各学童保育園で配付。市ホームページでもダウンロードできます。

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／ 8:30 ～ 18:00（平日のみ）

【問合先】　こども未来課・こども未来係☎㊷8726　℻㊷8731　kodomo@city.kasai.lg.jp

第45回加西市体育大会　各種目の優勝者の皆さん

加西市体育施設の開館時間が変更になります

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

　加西市は市民の皆様から寄せられている
体育施設の夜間利用のニーズにお応えする
ため、11 月 1 日から右のとおり、体育施
設の利用時間を延長しました。

変更前 変更後

勤労者体育センター（バレーなど）
アラジンスタジアム（球場）
アクアスかさい（サッカー場）
加西テニスコート（コート 3 面）

■ 4 ～ 10 月
　9:00 ～ 22:00
■ 11 ～ 3 月
　9:00 ～ 21:00

■年間を通して
　9:00 ～ 22:00

すぱーく加西
（屋内ゲートボール場）

■ 4 ～ 10 月
　8:00 ～ 22:00
■ 11 ～ 3 月
　8:00 ～ 21:00

■年間を通して
　8:00 ～ 22:00

■第 45 回市民柔道大会
個人戦　小学生低学年　　　藤原響真
　　　　小学生中学年　　　日数谷拓斗
　　　　小学生高学年　　　松岡大輝

■第 38 回市民剣道大会
個人戦　小学生 1・2 年 増田藍寧　 （加西スポーツ少年団）
　　　　小学生 3 年 大西叶恩　 （北条少年剣修会）
　　　　小学生 4 年 是常和紀　 （北条少年剣修会）
　　　　小学生 5・6 年男子 中川遼太　 （北条少年剣修会）
　　　　小学生 5・6 年女子 須藤佳々美 （北条少年剣修会）
　　　　中学生 1 年男子 二宮洵弥　 （北条中）
　　　　中学生 1 年女子 須藤和香奈 （善防中）
　　　　中学生 2・3 年男子 柴田紀彦　 （北条中）
　　　　中学生 2・3 年女子 野田菜摘　 （北条中）
　　　　一般男子 高見行生
　　　　一般女子 藤原麻冬
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 A

■第 36 回少林寺拳法演武大会
組演武　少年の部　低学年　西村洸大・小牧奏明
　　　　　　　　　中学年　岩本尚磨・小田裕斗
　　　　　　　　　高学年　堀口蓮陽・森本壮紀
　　　　一般の部　　　　　岩本拓磨・東一優汰
　　　　親子の部　　　　　宮崎　恵・宮崎凌輔
乱捕　　少年の部　中学年　増井隆介
　　　　　　　　　高学年　堀口蓮陽
　　　　一般の部　　　　　切貫裕介

■第 42 回町対抗家族バレーボール大会
男子　一部　上若井　　　  　二部　横尾 B　　三部　坂本・大村
女子　一部　江ノ木・北条団地　二部　芝自治区　三部　青野

■第 19 回市長杯地区対抗ゲートボール大会
宇仁チーム

■第 28 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 43 回市民空手道大会
型競技　　
幼年　　　　池田七彩
小学低学年　松本夢桜
小学高学年　松岡大暉
中学　　　　前田陸馬
一般　　　　吉田尚史

組手競技　
幼年　　　　森本　誠
小学低学年　植村　碧
小学高学年　北原結友
中学　　　　前田空渡
一般　　　　荻野　聡

■第 23 回市長杯グラウンド・ゴルフ大会
男子の部　永戸幸和　女子の部　佐藤とみ子

■第 46 回市民ソフトテニス大会
一般男子　　　東郷　崇・佐藤宏樹
一般女子　　　大門真未・森　春菜

■第 37 回　市民バドミントン大会
男子ダブルス　　一部　高垣達洋・藤原英記（三木シャトル）
　　　　　　　　二部　八木将司・多田寿寛（T.AMURO）
男子シングルス　一部　大西奈都美（FOLLOW）
　　　　　　　　二部　井上　慧（SP21 おおべ）
女子ダブルス　　一部　斎藤瑞穂・大西奈都美（FOLLOW）
　　　　　　　　二部　田中富栄・武澤弘美（あすか）
女子シングルス　一部　生田悦子（FOLLOW）
　　　　　　　　二部　斎藤瑞穂（FOLLOW）
混合ダブルス　　　　　井上和子・高見敏秋（土曜バド）

■第 30 回市民硬式テニス大会
男子ダブルス　　　菅野富男・岡本明真（加西ローン）
女子ダブルス　　　黒田明美・野田幸江（加西ローン）
ミックスダブルス　小林俊広・黒田明美（加西ローン）

■第 43 回親善サッカー大会
一般　ゴールマウス　中学　北条中　少年　北条 SSD

■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　　山端悦子　　　（暁クラブ）
　　　　　　三部　　田先哲也　　　（泉中）
　　　　　　四部　　大西加代子　　（スポーツ 21 九会）
　　　　　　シニア　吉田行夫　　　（スポーツ 21 九会）

■第 13 回市民バウンドテニス大会
ラリー戦　　　　がんばろ会
団体戦　　　　　レインボー

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

第46回加西市文化祭「文芸祭」入賞者の皆さん

■一般の部／市長賞
俳句 宮﨑喜美子 多可郡多可町
短歌 伊藤悦子 野上町
川柳 細見喜四郎 大阪府吹田市

■ジュニアの部／市長賞
俳句 林　泰隆 泉中 3 年
短歌 大西芹香 泉中 2 年
川柳 大槻一真 泉小 2 年

■ジュニアの部／教育委員会賞
俳句 大西春輝 北条小 6 年

谷口遥妃 富合小 3 年
短歌 西面香邑 富合小 3 年

杉本みのり 西在田小 3 年
川柳 辻　綾奈 泉中 3 年

西面香邑 富合小 3 年

　「一般の部」応募作品と「ジュニア
の部」入賞作品を掲載した作品集を
11 月 12 日（月）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）。

■一般の部／特選
俳句 中本千鶴子 東剣坂町

辻田己代江 三木市
短歌 鴨志田祐一 茨城県常陸太田市

山下八重子 窪田町
川柳 成定竹乃 揖保郡太子町

尾上八重 姫路市

【問合先】　文化スポーツ課・芸術文化係☎㊷8773　℻㊸1803　koryu@city.kasai.lg.jp

　照明設備のない屋外体育施設（市民グラ
ウンド・多目的グラウンド・加西テニスコ
ート 3 面など）は、午前 9 時から日没ま
でのご利用とさせていただきます。


