
■第 46 回加西市体育大会開会式
　加西市体育大会開会式が 10 月 6日、アラジンスタジアムで行われ、16 種目協会とスポーツ少年団の選手約 800 人が参加。空手道協会の荻野聡
さんが選手宣誓をしました。各種目大会で約 2,500 人が汗を流し、スポーツの秋を満喫しました（表彰は 4ページ、大会の結果は 7ページ参照）。

■加西市出会いサポーターを募集
■「ふるさと創造条例」を制定
■長駅・播磨横田駅の新トイレが完成
■「加西市ふるさとハローワーク」を開設します
■第46回加西市体育大会　各種目の優勝者の皆さん
■集団乳がん検診のお知らせ
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■加西病院のコーナー
■タウントピックス
■ふるさと納税で加西市を応援
■講座・イベント、くらし、募集情報
■休日当直医　乳幼児健診
■ふれあい伝統芸能フェスティバルを開催
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■次代を担う若者の夢 「加西市若者主役計画」 p2-3
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　加西市は、市主催のカップリング事業や婚活事業に協力していただける市内の事業所や店舗を「加西市出会いサポー
ター」として募集しています。

加西市出会いサポーターを募集

■登録資格／市内で 1 年以上営業または活動している店
　　　　　　舗・事業所・NPO 法人・市民団体
■登録方法／市ホームページにある会員入会申請書と誓
　　　　　　約書に必要事項を記入のうえ、ふるさと創
　　　　　　造課へ提出してください。
■登録期間／ 2 年

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

■サポーターの種類と内容
種類 サポート内容

店舗サポーター
市内でのカップリングパーティー
の開催や市内でのデート向きのサ
ービス及び商品の提供など。

事業所サポーター

未婚の従業員に対して、市内のカ
ップリング事業の情報提供や参加
の呼びかけなどをしていただける
事業所及び法人等。

であう

次代を担う若者の夢 「加西市若者主役計画」

　加西市は、若者（主に 10 ～ 30 代）を対象に「であう・くらす・はたらく・まなぶ」をテーマに、出会いの場の創出
や起業支援などの支援策をまとめた「加西市若者主役計画」を策定しました。計画をもとに、若者の夢の実現や地域活性化、
定住促進などで人口増をめざします。

■出会いサポートセンター事業（若者の出会いを通じて地域の活性化を図る）

①ひと出会い協力隊制度
　出会いや恋愛・婚活を無償でサポートする「出会い
協力隊員」を公募し「住もう会員」に対して、仲人的
な婚活から身近な恋の相談までを行います。

③スキルアップ事業
　恋愛のマナーやコミ
ュニケーション、交際
から結婚までの進め方
など、恋愛に必要なス
キルを習得するための
講座を行います。

④サポーター登録制度
　市内の事業所に婚活サポーターとして登録していた
だき、出会いの場の提供や未婚の従業員に対する婚活
事業の情報提供などを行います（広報かさい 3 ペー
ジ参照）。

⑤カップリング民活事業
　市内の企業や市民団体、NPO 法人が行うカップリ
ングパーティーの経費を一部助成し、各業種の婚活事
業への参入を促進して、商業の活性化と婚活事業の拡
充を図ります（広報かさい 9 月号参照）。

くらす
■若者定住促進事業（若者に暮らしやすいまちをめざし、定住促進を図る）

①かさいデート推進事業（12 月から実施予定）
　婚約したカップルを
対象に、結婚相談所や
不動産業者と連携して、
市内の不動産物件の見
学を盛り込んだデート
プランを作成し、加西
の暮らしを体験しても
らいます。

②家賃補助事業
　平成 25 年 4 月 1 日以降に、民間賃貸住宅に入居す
る契約をした新婚世帯の家賃の一部を補助します（広
報かさい 4 月号参照）。
③新築補助事業
　平成 23 年 1 月 1 日以降に土地を購入し、1 年以内
に新築または平成 24 年 1 月 1 日以降に住宅を購入し
た若者世帯に取得費用の一部を補助します（広報かさ
い 4 月号参照）。

はたらく
■若者起業支援事業（若者による社会的起業（※）や地域づくり活動をサポート）

①若者チャレンジ事業助成制度
　若者の地域おこしプロジェクトに対して経費の一部
を助成します（広報かさい 10 月号参照）。

②クラウドファンディングサポート＆助成金調達サポート
　インターネット経由で他の人々や組織に財源の提供
や協力などをしてもらうことで、市内の若者の起業や
地域づくりなど、若者の夢の実現に必要な資金の調達
をサポートします。

③加西市ふるさとハローワーク
　平成 26 年 1 月 14 日に「加西市ふるさとハローワ
ーク」を開設します。職業相談・職業紹介等のサービ
スを、市内でも受けることができるようになります（6
ページ参照）。

まなぶ
■若者学び支援事業（若者の学習意欲の向上、社会教育や専門的な学びをサポート）

①地元高校支援
　地元高校と加西市が連携して、それぞれの高校の特
色を生かした取り組みを地域に発信します。

③専門学習支援
　10 代や 20 代の若者を対象に、法律や経済など専門
的な学習を地域や民間企業と連携して提供し、「はた
らく」分野の拡充のための人材育成を図ります。

④社会教育支援
　若者の社会教育を先取りし、地域づくりの参画を図
ります。

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

加西市とイオンモール加西北条が出会い創出事業連携
　出会いサポーター登録制度の店舗第 1 号として 10 月 22 日、イオンモール
加西北条に登録いただきました。加西市と同店が事業を連携することで、若
者を中心にした出会いの場を提供していきます。

　西村和平市長は「若者が主役になり活気のあるまちにするために、加西市
全体で取り組んでいきたい」、イオンモール加西北条の山岡一誠モールマネー
ジャーは「加西のアピールの一翼を担えればと思い登録しました。婚活やデ
ートコースなど、若者の集いの場となるように協同でいろんな企画をしてい
きたい」と話されました。

　加西市若者主役計画は、若者の生活に密着したテーマごとに事業を分けることにより、スピードが必要である若者の
ニーズに的確に対応することができます。
　また、各事業の基本的な進め方として、民間企業や NPO 法人の事業と連携することを前提とし、費用を抑え効率的な
運用を図るとともに、産業の活性化にも繋がります。

②住もう会員登録制度
　加西で家庭を築いて暮らしていきたい独身男女を対
象にした個人の登録制度です。

⑥出会い創出官民連携事業
　婚活の会場を市が準備し、婚活事業にノウハウのあ
る民間企業が企画・運営することで、効率的な婚活事
業を行います。

②大学・専門教育支援
　加西市に住民登録があり、奨学金の貸与を受けて大
学、短期大学、専修学校専門課程に進学した方の前年
度中に返還した奨学金の 1/3 を補助します。

西村市長（右）と山岡モールマネージャー

播磨農業高校
の生徒と市長
らが意見交換
「高校生ミー
ティング」

第 1回恋愛スキルアップ講座

※社会的起業とは、社会問題の改善を図るために事業
を興すことです。



防犯活動に貢献された 2名が受賞

■条例の趣旨
　加西市は、穏やかな気候と肥沃な土地に恵まれ、風水
害にも強い安全な地域です。古来から恵まれた自然条件
のもと、このような素晴らしい地域を作り出したのは、
過去に暮らした多くの人々です。1300 年前の「播磨国風
土記」にも土地の肥沃な様子が記され、多くの古墳や歴
史的遺産が残っていることから明らかです。
　私たちは、将来にわたり活力と希望にあふれ、住民が
幸せを実感できるまち
づくりをするため、市、
住民及び事業者は協働
して地域の個性と自主
性を尊重した地域づく
りを推進していきます。
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北条鉄道利用促進キャンペーン「片道無料」

■期　　間／ 11月1日（金）～平成26年1月31日（金）
■利用方法／①優待券を切り取ってください。
　　　　　　②降車（運賃支払い）時に優待券を運転士にお渡しください。
　　　　　　　乗車運賃が無料になります。
　　　　　　③運転士から「ドーナツ引換券」を受け取ってください。
　　　　　　　ドーナツは北条町駅でプレゼントします。
■注意事項／ 1枚につきお一人様、1回限り有効です。
　　　　　　※複写、印刷したものは無効です。

■期間中の主な沿線イベント

北条鉄道乗車優待券

　北条鉄道の良さを認識してもらおうと、加西市は、「北条鉄道利用促進キャンペーン第 5 弾」を実施します。
　優待券を利用して乗車された方は、1 回分の乗車が無料になります。また、北条鉄道からドーナツをプレゼントします。
キャンペーン期間中の沿線イベントなどにご利用ください。

北条鉄道利用促進キャンペーン
～応援は 年1回の 乗車から～

有効期限／平成 26 年 1 月 31 日
※複写・印刷したものは無効

【問合先】　人口増政策課☎㊷8700　　北条鉄道㈱☎㊷0036　　　　  ※優待券は切り取って使用してください。

　●11月2日（土）10:30　播磨下里駅集合
神鉄ハイキング「秋の法華山一乗寺散策コース」

　　参加費／ 400円（一乗寺拝観料）
　　申込先／神鉄コミュニケーションズ☎078-521-0321

　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、北条町から粟生までの往復
1 時間の小旅行を楽しみます。

■運行期間／ 12 月 4 日（水）～ 23 日（月）　※団体は平日のみ
■運行時間／北条町駅 10:42 発と 11:42 発の 1 日 2 便
　　　　　　※日曜日のみ北条町駅 12:42 発を増便し 1 日 3 便
■運　　賃／大人 1,000 円、小学生以下の子ども 500 円
※「北条鉄道乗車優待券」は使用できません。
※事前予約制で先着順（1 便 60 人）です。 毎年大人気のサンタ列車

■サンタ・トナカイのボランティア募集
■応募条件／子どもたちとの交流が好きな方。1 日のみの参加も可能です。
■実施内容／サンタやトナカイの着ぐるみを着て、子どもたちと一緒にゲームや歌をうたったり、お菓子が入った「な
　　　　　　がぐつ」をプレゼントしてください。絵本読み聞かせや手遊びなど、自由に活動してください。

長駅・播磨横田駅の新トイレが完成

「北条鉄道サンタ列車」を運行

　6 月から取りかかっていた、北条鉄道の長駅と播磨横田駅のトイレ
の建替工事が 9 月 20 日に完成しました。トイレは老朽化が進み使いづ
らい状況だったため、地域住民・企業によるボランティア作業や寄付で、
水洗の洋式トイレを新設しました。
　北条鉄道の佐伯武彦副社長は「地域の方々の協力のおかげで、平成
23 年 11 月から法華口駅のトイレの立て替えをスタートし、すべての
駅のトイレを新しく完成することができました。たくさんの方に関心
を持ってもらい、北条鉄道を愛してもらいたい」と話しています。

バリアフリー化された長駅のトイレ（建物左）

■防犯栄誉銀章
　中川寅夫さん（64）山下町　加西市防犯協会賀茂支部・支部長
　自らの車を青色防犯パトロール車に登録し、巡回パトロールをしたり、夜間の見回りの際
に「防犯点検表」をポストに入れたりするなど、平穏で安全な街づくりに貢献されています。

■防犯栄誉銅章
　高橋正己さん（65）北条町　加西市防犯協会北条支部・副支部長
　「北条節句祭り」や「北条の宿はくらんかい」での巡回パトロールをしたり、振り込め詐
欺撲滅キャンペーンを実施したりするなど、積極的に防犯活動をされています。

善意の表彰（かしの木賞）・さわやか市民賞
　10 月 6 日にアラジンスタジアムで開催さ
れた第 46 回加西市体育大会開会式で、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（かしの木賞）」
と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」、スポーツの
発 展 に 貢 献 さ
れ た 方 な ど を
表 彰 す る「 ス
ポーツ振興賞」

「スポーツ功績
賞」の贈呈式が
行われました。

■かしの木賞（スポーツ部門）
　酒井保明さん （62）小野市　　北条少年剣修会
　西山恵里さん （31）加東市　　加西剣道スポーツ少年団
　三宅貫一さん （67）中野町　　加西柔道こども会
■さわやか市民賞
　松末紗来さん （18）別府町　　創志学園高等学校
　全国高校女子ソフトボール大会にピッチャーとして出場し優勝
■スポーツ振興賞
　長谷川憲正さん（83）西野々町　ゲートボール協会
　丸山弘和さん （50）河内町　　軟式野球協会
　井上正雄さん （66）桑原田町　バレーボール協会
　深田貞美さん （80）玉野町　　グラウンド・ゴルフ協会
■スポーツ功績賞
　山名　太さん （46）北条町　　近畿バウンドテニス大会
　　　　　　　　　　　　　　　　男子シングルス優勝

　10 月 16 日に兵庫県公館で開催の地域安全兵庫県民大会で 2 名の方が表彰されました。

個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現をめざして「ふるさと創造条例」

【問合先】　ふるさと創造課（ふるさと創造係）☎㊷8706　℻㊸1800　furuso@city.kasai.lg.jp

　加西市は、地域づくりの基本的な理念や協働のための
役割を定め、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現に
向けた考え方を示した理念型の条例として「ふるさと創
造条例」を制定し、9 月 26 日から施行しました。

■条例の主な内容
・個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現。
・市は、物的・人的・財政的支援を行うとともに、住民
との情報共有を図ります。

・住民は、自治会活動、NPO 活動、ボランティア活動な
どのまちづくりを推進するための活動に取り組むように
努めます。

・事業者は、地域社会を構成する重要な一員です。
・地域住民自ら地域ビジョンを策定できます。

活力ある元気な西在田を作っていこ
うと実施した西在田地区のゆめ会議

中川さん

高橋さん

右から松末さん、三宅さん、西山さ
ん、酒井さん
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第46回加西市体育大会　各種目の優勝者の皆さん

■第 46 回柔道大会
個人戦　小学生低学年　　　藤原響真
　　　　小学生高学年　　　福谷　聡

■第 39 回剣道大会
個人戦　小学生 1・2 年	 須藤菜千帆  （北条少年剣修会）
　　　　小学生 3 年	 三田井麻梨愛	（北条少年剣修会）
　　　　小学生 4 年	 南古裕春　 	（加西スポーツ少年団）
　　　　小学生 5・6 年男子	 和田大輝 　 （加西スポーツ少年団）
　　　　小学生 5・6 年女子 長谷川仁菜 	（加西スポーツ少年団）
　　　　中学生 1 年男子	 片岡　悠 　	（北条中）
　　　　中学生 1 年女子	 須藤佳々美 	（善防中）
　　　　中学生 2・3 年男子	 宇仁菅圭介 	（北条中）
　　　　中学生 2・3 年女子	 大西くるみ　	（北条中）
　　　　一般男子	 常峰泰地
　　　　一般女子 金川莉加
団体戦　小学生	 北条少年剣修会 B
　　　　中学生男子	 北条中 A
　　　　中学生女子	 北条中 A

■第 37 回少林寺拳法演武大会
組演武　少年の部　低学年　石野唯斗・山本大河
　　　　　　　　　中学年　大西翔悟・増井隆介
　　　　　　　　　高学年　堀口蓮陽・森本壮紀
　　　　一般の部　　　　　切貫裕介
　　　　親子の部　　　　　青山真弓・青山　碧
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 43 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　広原
女子　一部　別所　　　二部　古坂一丁目　　三部　笹倉

■第 20 回市長杯地区対抗ゲートボール大会
富合チーム

■第 29 回ジュニアバレーボール大会
富田少女バレーボールクラブ

■第 44 回空手道大会
型競技　　
幼年　　　　池田七彩
小学低学年　藤原佑奈
小学高学年　松岡大暉
中学　　　　前田陸馬
一般　　　　藤原伸一

組手競技　
幼年　　　　池田七彩
小学低学年　藤原佑奈
小学高学年　森川拓也
中学　　　　前田陸馬
一般　　　　大垣隆一

■第 24 回市長杯グラウンド・ゴルフ大会
男子の部　浅田武志　女子の部　坪木貞子

■第 47 回ソフトテニス大会
一般男子　　　常峰新司・長谷川凌斗
一般女子　　　大門真未・森　春菜（ねひめクラブ）

■第 38 回バドミントン大会
男子ダブルス　一部　稲田泰大・荻野隆宏（我流）
　　　　　　　二部　高橋秀明・北村祐胤（GOSEN）
　　　　　　　三部　菅　祐司・渡部健二（加西協会）
女子ダブルス　一部　室崎明子・中山真弓（我流）
　　　　　　　二部　藤本風河・浜田颯士（NISHIWAKI）

ジュニア　　　吉田依舞軌・橋本壮梧（バトっ子富合）

■第 31 回硬式テニス大会
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・野田幸江（加西ローン）
ジュニアシングルス A　福本隆也（TEAM ラー）
ジュニアシングルス B　福本直弥（TEAM ラー）

■第 44 回親善サッカー大会
一般　北はりま消防　中学　泉中　少年　九会 SSS

■第 47 回卓球大会
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　　楠田和広　　　（市川卓球）
　　　　　　三部　　後藤　悠　　　（泉中）
　　　　　　四部　　大西亜美　　　（暁クラブ）
　　　　　　シニア　奥村サエ子

■第 14 回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

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

第47回加西市文化祭「文芸祭」上位入賞者の皆さん

■一般の部／市長賞
俳句 西岡　旅 加古川市
短歌 河原すみ子 畑町
川柳 為広鈴美 上芥田町

■ジュニアの部／市長賞
俳句 西面香邑 富合小 4 年
短歌 大西　礼 泉小 5 年
川柳 高井晴也 特別支援・中 3 年

■ジュニアの部／教育委員会賞
俳句 時里奈々恵 北条中 3 年

堀中優梨 北条小 3 年
短歌 清水川萌美 九会小 5 年

藤部遼人 北条中 3 年
川柳 原田みのり 宇仁小 6 年

荒瀬祥一郎 賀茂小 1 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 11 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（数に限りあり）。

■一般の部／特選
俳句 小谷みちよ 中野町

板井ちさ代 網引町
短歌 古角田鶴子 西横田町

佐伯幸子 東笠原町
川柳 細見喜四郎 大阪府吹田市

笹原　浩 多可郡多可町

【問合先】　文化スポーツ課（芸術文化係）☎㊷8775　℻㊸1803　koryu@city.kasai.lg.jp

空き家の適正な管理をお願いします

【問合先】　危機管理課（防災対策係）☎㊷8751　℻㊸1800　bosai@city.kasai.lg.jp

　加西市は、「加西市空き家等の適正管理に関する条例」
を制定し、10 月 1 日から施行しました。この条例は、空
き家が放置され、管理不全な状態になることを防止する
ことで、生活環境の保全や安全で安心なまちづくりを目
的としています。

■条例の主な内容
・所有者は管理不全な状態にならいないように管理。
・周辺環境に悪影響を及ぼしている場合の情報提供。
・情報提供があった場合の実態調査。
・老朽危険空き家と認定した場合の助言、指導、勧告、

命令、公表。
・警察やその他の関係機関との連携。

　所有者・管理者の皆さんは、空き家を放置せず、適正
な管理をお願いします。また、市民の皆さんも、管理不
全な状態の空き家に気づかれたときは、地域の課題とし
て自治会で話し合っていただくとともに、自治会を通じ
て情報提供をお願いします。

加西市勤労者住宅資金融資の案内

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

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 1.96％（10 月 1日～）
※ただし資金交付時の金利を適用

取扱金融機関 近畿労働金庫北播支店

■融資の内容

■対象者（①～⑤の全てに該当する方）
①市内に 1 年以上居住している勤労者（事業主や家族従
　業員は除く）で、同一事業所に 1 年以上勤務している方。
　または、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
②市内に自己の住宅を建築・購入・増改築しようとする方
③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）
④市税を滞納していない方
⑤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

【問合先】　商工観光課（商工振興係）☎㊷8715　℻㊸1802　shokokanko@city.kasai.lg.jp

■第 35 回少年野球大会
北条野球スポーツ少年団

「加西市ふるさとハローワーク」を開設します

【問合先】　商工観光課（商工振興係）☎㊷8715　℻㊸1802　shokokanko@city.kasai.lg.jp

　加西市は、「加西市ふるさとハローワーク」を平成 26
年 1 月 14 日に開設します。ハローワークの職業相談員
が常駐し、職業相談・職業紹介等のサービスを市内でも
受けることができます。

　また、新たに市の就労相談員を設置することで、若者・
子育て家庭などの方が、気
軽に就労相談を受けること
ができる場所になることを
めざします。

■開所日／平成 26 年 1 月 14 日（火）11:00 ～
■場所／アスティアかさい 4 階
■業務時間／ 9:00 ～ 17:00 ※開所日は 11:00 からになり
　　　　　　ます。土・日・祝、年末年始（12/29 ～ 1/3）
　　　　　　を除く。
■主な業務

・職業相談員による職業相談・職業紹介
・パソコンを使った求人情報の検索（求人検索コーナー

の設置）
・市の就労相談員による就労相談
※上記以外の業務（雇用保険や職業訓練、求人申込の手
続き等）は、ハローワーク西脇にお問い合わせください。

アスティアかさい
（北条町北条）
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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

第1回  加西市地域医療  市民フォーラム ■市民の協力が必要です
　私たちの地域医療を守るために何ができるのでしょ
うか？
　現在、全国各地で「わが町の病院を廃れさせてはな
らない」という市民運動が湧き起こっています。近隣
市では、病院の応援団が市民に病院の適切な利用法を
啓発したり、おむすびの差し入れや研修医に診察道具
セットをプレゼントする「草の根の運動」をしている
ところもあります。
　加西病院から見た「病院の適切な利用」として、救
急受診・病診連携・退院協力などがあります。例えば、
手術などの専門科の病気は、遠方の専門病院ではなく、
加西病院の専門医の治療を受けていただくことで、地
域医療が守れます。
　医療の結果は本質的に不確実であり、限られた医療
提供力のなかでは、すべてのニーズにお応えできない
ことがあります。

■市民と加西病院は運命共同体です
　市民の支持を失って患者がいなくなれば病院は運営
も経営もできず、廃院してしまいます。一方、市民が
加西病院を失えば、安心して生活するための急性期医
療の場を失い、地域は人と活力を無くしてしまうでし
ょう。
　市民と病院が協力しあうことで、私たち市民の医療
の場を守っていきましょう。

　　　　　　　　　（病院事業管理者・院長　山邊裕）

　加西市・加西病院・加西市医師会は、地域医療の課
題を共通認識してもらおうと 10 月 3 日、健康福祉会
館 で「 第 1 回 加 西
市地域医療市民フ
ォーラム」を開催
し、300 人 の 参 加
がありました。

■地域医療とは？
　市民フォーラムのテーマ「地域医療」とは、次の①
～③の全てであり、それらを繋ぐ輪であると考えてい
ます。
①医院や病院など地域の医療提供体制
②市民が正しく医療を受ける受療行動
③市が市民のために行う医療施策

　今回のフォーラムで明らかになったことは次の 3 つ
です。
①加西市医師会に属する診療所が、市民の健康増進を
支える行政サービスを肩代わりして、市民の健康を支
えています。
②小児救急は、東播磨や姫路など臨海地域の力に頼り、
成り立っています。
③加西市民の地域医療の要である加西病院が、統合の
進む近隣病院との競合などから、これまで維持してきた
市民に必要な医療機能を失いかねない状況にあります。

集団乳がん検診のお知らせ

　女性がかかるがんの中で最も多いのは乳がんです。乳
がんは、2 年に 1 回の検診と毎月 1 回の自己検査法を行い、
早期発見・早期治療をすることで、治る可能性の高いが
んです。
　自己検査法についての説明も行います。検診を受けら
れていない方は、この機会に受けましょう。

■日程／平成 26 年 1 月 6 日（月）、20 日（月）、2 月 3 日（月）、
　　　　9 日（日）、17（月）

■場所／健康福祉会館
■対象／ 40 歳以上（昭和 49 年 4 月 1 日以前生まれ）の

女性市民で、昨年度受けていない方
■料金／ 40 歳代 3,000 円、50 歳以上 2,800 円
■定員／各日 30 人（H26.1/20、2/9 は 60 人）
■申込／ 11 月 5 日から電話を受け
　　　　付けします。

　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 本以上残そ
うという取り組み「8020（はちまるにいまる）運動」を進めています。今年度、
いい歯の代表として達成した次の皆さんが、9 月に健康福祉会館で開催の「敬
老月間ふるさと芸能大会」で表彰されました。一番本数が多かった方は 32
本でした。
　いくつになっても自分の歯でおいしく食事が食べられるように「しっかり
噛む習慣」「定期的な歯科健診」「毎日の歯磨き習慣」を心がけましょう。

■ 8020 運動達成者（50 音順、敬称略）
阿木一一　　　新井愛子　　　植野一志　　　大島美和　　　岡　猛　　　　荻野五郎　　　尾崎房男　　　喜谷能久
小塩道弘　　　小谷義隆　　　小西タネ子　　小林利美　　　佐伯正幸　　　三枝　繁　　　澤下　一　　　澤中正春
柴田守明　　　菅田定雄　　　高橋宣也　　　髙見澄子　　　多田鈴子　　　舘　正美　　　豊田　進　　　内藤伴治
中村洋子　　　仁尾　功　　　西川和佐子　　西村敏昭　　　西村房子　　　畑中耕治　　　藤田　武　　　藤本一子
藤本一麿　　　松本隆司　　　松本光子　　　水谷久代　　　渡邊弘子

「敬老月間ふるさと芸能大会」で達成者を表彰

8020達成者を表彰　11月8日は「いい歯の日」
はちまるにいまる

【問合先】　健康課（健康係）☎㊷8723　℻㊷7521　kenko@city.kasai.lg.jp

小児用肺炎球菌ワクチンが切り替わります

　肺炎球菌に感染すると、肺炎や髄膜炎などの重い病気
を引き起こすことがあります。小さい子どもほど発症し
やすく、特に 0 歳児でのリスクが高いとされています。

　新しいワクチンは、従来ワクチンと同様の接種スケジ
ュールで接種できます。接種途中の方は、新しいワクチ
ンで残りの回数を接種することとなりますので、接種計
画を立てて予防接種を受けましょう。

　肺炎や髄膜炎などの予防にはワクチン接種が有効で、
従来は 7 種類の肺炎球菌の成分が含まれているワクチン
を接種していました。

　11 月 1 日から新たに 6 種類の成分が追加され、計 13
種類の肺炎球菌の成分が含まれたワクチンへ切り替えら
れました。より多くの肺炎球菌の種類に対して予防効果
が期待できると考えられています。

【問合先】　市民課（国民健康保険係）☎㊷8721　℻㊷1792　shimin@city.kasai.lg.jp

国民健康保険証が更新されます

　12 月 1 日に国民健康保険被保険者証が更新されます。11 月 20 日頃から、世帯ごとに郵送します。

■保険証の色と配達方法
　現在お使いの保険証（空色）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（若竹色）を簡
易書留郵便で郵送します。

■保険証が届かないと思ったら？
　不在で保険証を受け取れなかった場合は、郵便局で
12 月 5 日頃まで保管されます。その後は市民課（国民
健康保険係）で保管していますので、身分証明書と印鑑
を持参して窓口までお越しください。

加西病院の救急医療受け入れを一時停止
　電気設備点検に伴う停電のため、救急医療の受け入れを停止し
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。

加西市障害者基本計画等のアンケートにご協力を！
　障害者福祉施策・サービスの基本方針となる計画を策定するにあたり、障がいのある方や市民のみなさまのご意見・
ご要望を調査するため、無作為抽出（約 2500 世帯）によるアンケートを行います。ご協力をお願いします。

郵送時期／ 11 月中旬　　　回収時期／ 11 月末　　　問合先／地域福祉課☎㊷ 8725

日時／ 11 月 23 日（土）11:00 ～ 16:00
問合先／加西病院・用度管理課☎㊷ 2200
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　鶉野平和祈念の碑苑保存会は、太平洋戦争中に鶉野
飛行場から特攻隊として出撃し戦死した隊員を哀悼す
る「第 15 回平和祈念祭」を鶉野飛行場跡地で行い、
全国から元隊員や遺族など約 300 人が参列しました。
　式典では、黙祷や献花、軽飛行機による慰霊飛行が
行われ、戦没者の冥福を祈りました。同会の高齢化に
より、式典は今回が最後になりましたが、今後も講演
会などで戦争の記憶を語り継いでいきます。

▲鶉野平和祈念の碑苑の前に献花する参列者。

特攻隊員を哀悼し平和を祈る10/6

　農耕の収穫に感謝する秋祭りが、日吉神社（池上
町）、石部神社（上野町）、礒崎神社（下道山町）、高
峰神社（畑町）、八王子神社（田谷町）、八幡神社（谷
口町）などで行われました。
　高峰神社では、5 台の化粧屋台が「ヨイヤサー、ヨ
イヤサー」の掛け声で境内を練り歩きました。また、
富田小学校の児童 10 人が、無病息災を願って舞い踊
る「浦安の舞」を奉納しました。

▲境内を練り歩く畑町西の屋台。

市内各地で「秋まつり」10/13

　全国でも珍しい、ため池を利用したトライアスロン
大会が善防公民館周辺コースで開催され、市内外から
個人 146 人、リレー競技に 8 チームが参加しました。
　参加者はスイム 1.5km、バイク 40km、ラン 10km
と市内を駆け抜けました。北条高校と播磨農業高校の
生徒約 20 人がボランティアで協力し、給水などで選
手をサポート。加西市の阿部美智子さん（北条町）は
女子総合 4 位と大健闘しました。

▲ため池（皿池）を泳いで 2周して走りだす選手。

ため池を泳ぐ「トライアスロン大会」9/29

　賀茂小学校の 2 年生 29 人が、同校農園で地元特産
品「ハリマ王にんにく」の植え付け体験をしました。

「ハリマ王にんにく」は、80 年以上の歴史があり、今
の品種にない鮮烈な香りと味が特徴です。
　児童らは、東剣坂町の農家・北本惠一さんにアドバ
イスを受けて、約 300 個の種を約 20㎝間隔で植え付
けました。今後、草引きなどをして、来年の 6 月に収
穫し、給食で味わいます。

▲「おいしいニンニクができますように」と思いを込めて植え付
ける児童。

「うまい！有臭！」にんにく植え付け10/15

　建築業を営む甲光宏さん（東横田町）、従業員の北
野浩基さん（北条町）と参輪拓也さん（姫路市）が、
仕事の休みに作業をし、1 年がかりで三重塔を完成さ
せました。
　甲さんは「自分の技術を試すために昔から造ってみ
たかった。たくさんの人に見てもらいたい」と話され
ました。三重塔は加西市に寄贈され、年末までは市役
所に、以降は法華口駅周辺に移します。

▲木材はヒノキを使用した三重塔。左から参輪さん、北野さん、
甲さん。

高さ 7m の三重塔が完成10/26

　九会小学校の 3 年生 56 人が、神戸大学農学部の 3
年生 18 人の協力で「柿狩り体験」をしました。
　児童は「枝から実までが短いため、ハサミを使うの
に注意すること」と教わり、渋柿の平核無柿（ひらた
ねなしかき）を収穫。二酸化炭素ガスにつけて渋みを
とり、2 週間後の給食で食べました。山口弓斗くんは

「脚立に上ってハサミを使うのが難しかったけれど、
初めての体験で楽しかった」と話していました。

▲学生に脚立を支えてもらい、柿を狩る児童（鶉野町にある神戸
大学食資源教育研究センター）。

児童と大学生が協力「柿狩り体験」10/8

　介護に役立つ技術の習得や介護者同士の情報交換の
場とした「家族介護教室」が、アスティアかさいで開
催され 16 人が参加しました。参加者は、中田貴子さ
ん（NPO 法人海空太陽）から、認知症だった母の心
身の健康をアロマテラピーで改善した体験談などを聞
き、「家庭で実践してみたい」と意気込んでいました。
　教室は来年 1 月まで毎月 1 回開催。受講希望の方は、
NPO 法人ふきのとう（☎㊼ 2077）までご連絡を。

▲心身をリフレッシュするためにアロマオイルを使ってマッサー
ジ。

リフレッシュしながら「らくらく介護」10/18

　大工町まちづくり応援団は、里山整備事業を活用
して、大工町公民館から約 2km 登った愛宕山（標高
160m）に眺望案内板を設置しました。
　愛宕山には誰でも登ることができ、約 30 分登ると、
明石海峡大橋や淡路島などが見える絶景のポイントに
たどり着きます。車で来られた場合は、普明寺境内に
駐車できます。詳しくは同応援団（☎㊺ 0515）まで
ご連絡を。

▲加西の豊かな自然を体験することができますので、気候のよい
11 月に登ってみてください。

大工町の絶景ポイント！10/12











いい質問じゃな、ねっぴ～。人々が集まってで
きた村はあるんじゃが、これとは別に 20 人ほ

どになるように世帯を集めて「戸」という集団をつく
り、50 戸を集めて一つの里としたんじゃ。
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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
H25.9.30 現在（前月比）

人口／ 46,432（－ 54）
9 月の出生数／ 15 人

男／ 22,603（－ 46）
死亡数／ 47 人

女／ 23,829（－ 8）世帯数／ 17,071（－ 14）｜ ｜ ｜

広報かさい　2013.11月号

ふれあい伝統芸能フェスティバルを開催

　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
催で伝統芸能を披露します。

【問合先】　善防公民館☎㊽2643

播州歌舞伎

■日時／ 11 月 23 日（土）10:00 ～ 12:30　※小雨決行
■場所／播磨農業高校　歌舞伎棟
■内容／播州歌舞伎、播州伊勢音頭、太鼓など
■出演団体／播磨農業高校、 播州伊勢音頭振興会、加西マジック研究
　　　　　　会、 播州加西あばれ太鼓振興会、ひまわりっ子クラブ

■第 2 回　賀毛郡　その 1

フドッキー博士、播磨国風土記が作られた
1300 年前から加西市ってあったの？

賀毛郡はずいぶんと大きかったん
やな。郡の次は…町があるん？

加西という地名は
ないよ。播磨国風

土記は郡ごとにつくられ
ておるんじゃ。加西市は
賀毛（かも）郡にあり、
そのほか加東市と小野市
も含まれておるんじゃ。

でも博士、なぜ賀毛って名前なの？

播磨国風土記には「賀毛と号（なづ）くる所以
は、品太（ほむだ）の天皇（すめらみこと）の世、

鴨村に双の鴨、栖（す）を作りて卵を生みき。故、賀
毛の郡といふ。」とあり、つがいの鴨が卵を産んだか
ら「賀毛」と名付けたそうなんじゃ。

風土記ドキドキ！めっちゃ単純なのね。今でも
加西のため池には鴨をよく見るけど、昔から加
西には鴨が飛んできてたのね。

問合先／播磨国風土記推進室☎㊷ 8756

　日本最古の地誌『播磨国風土記』に記述されてい
るゆかりの地を、ねっぴ～と風土記のことなら何で
も知っているフドッキー博士がたずねて行きます。
ふるさとの歴史をみんなで学びましょう！

毎年同じ時期に飛来する渡
り鳥は、周期を告げる神聖

な鳥とされていたのじゃ。鴨は越
冬にくるから、卵を産むのは珍し
いことなのじゃ。

文化財特別展「播磨国風土記」
　風土記複製品、発掘調査で発見された出土遺物、解
説パネルを展示します。観覧は無料です。
期間／ 11 月 1 日（金）～ 30 日（土）9:00 ～ 17:00
場所／加西市埋蔵文化財整理室（旧図書館）
問合先／文化スポーツ課☎㊷ 8775

　プロロードレーサーの中島康晴選手と市内を自転車で
巡ります。詳しくは市ホームページをご覧ください。
日時／ 11 月 17 日（日）10:00 ～ 16:00
コース／糠塚山（網引町）、鶉野飛行場など
問合先／播磨国風土記推進室☎㊷ 8756

風土記の里  加西をめぐるサイクル＆トレイン


