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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）


