
兵庫県自治賞・こうのとり賞・くすのき賞

第48回加西市文化祭「美術公募展」上位入賞者
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防犯活動に貢献された 2名が受賞

近畿防犯協会連絡協議会長表彰　　　山本健三さん　（北条町横尾）　加西市防犯協会北条支部・支部長
全国防犯協会連合会防犯栄誉銅章　　福山歳章さん　（北条町古坂）　加西市防犯協会北条支部・副支部長

　10 月 15 日に兵庫県公館で全国地域安全兵庫県民大会が開催され、2 名の方が表彰され
ました。「北条節句祭り」「北条の宿はくらんかい」での巡回パトロールや「加西サイサイ
まつり」での振り込め詐欺撲滅キャンペーンの実施など、平穏で安全な街づくりに貢献さ
れています。

加西市技能顕功賞・技能功労賞 ■技能顕功賞
　喜谷和哉さん　（北条町栗田）　建築士・喜谷工務店
　長田　貢さん　（北条町小谷）　電気工事士・長田電気工事有限会社

■技能功労賞
　田中　豊さん　（加東市）　　　生産技術者・株式会社コタニ
　森本洋一さん　（倉谷町）　　　生産技術者・伊東電機株式会社

　加西市はフラワーセンターで 11 月 1
日、優れた技能を持って地域産業の発展
に貢献された方を表彰する「加西市技能
顕功賞」「加西市技能功労賞」の贈呈式
を行いました。

第48回加西市盆栽展の入賞者
10 月 31 日から 3 日間、アスティアかさいで第 48 回加西市盆栽展が開催されました。主な受賞者は次の皆さんです。
兵庫県知事賞　　　　　　山田喜一郎（三木市）　　　　　加西市長賞　　　　　　　内藤逸司 （河内町）
加西市議会議長賞　　　　堀中正勝 （北条町小谷）　　　兵庫県議会議員賞　　　　宮永守男 （王子町）
加西市盆栽研究会長賞　　村田利明 （西長町）

■洋画
市長賞 淀川安生 尼崎市
議長賞 菅野桂子 姫路市
教育委員会賞 嵐　悠子 姫路市
ねひめ賞 黒田　幸 加西市
■版画
市長賞 吉田士郎 小野市
ねひめ賞 青手木章江 加西市
■写真
市長賞 甘中忠夫 稲美町
議長賞 垣内啓子 加西市
教育委員会賞 三木基史 姫路市

■日本画
市長賞 青木美智子 加西市
議長賞 井上祐子 姫路市
教育委員会賞 岩崎順子 姫路市
奨励賞 釜田健一 加西市
奨励賞 橋爪美千代 加西市

■書道
市長賞 末廣益子 加東市
議長賞 高田白蓮 姫路市
教育委員会賞 西山順子 加西市
奨励賞 井上貴優 加西市
奨励賞 内藤麻由美 加西市

■水墨画
市長賞 稲継永治 西脇市
議長賞 深田至雲 丹波市
教育委員会賞 田原昭信 播磨町
ねひめ賞 中村洋子 加西市

■彫塑・工芸
議長賞 中村和弘 明石市
教育委員会賞 阪田　勤 稲美町
奨励賞 喜田みゆき 加西市
奨励賞 塩谷　正 加西市
ねひめ賞 桝田照子 加西市

　7 部門に延べ 336 人から総数 353 点の出品がありました。上位 3 賞の入賞者とその他の市内入賞者は次の皆さんです。

山本さん（左）と福山さん

　より良い地域づくりに貢献された次の皆さんが、10 月 25 日に加東市滝野文化会館で兵庫県から表彰されまし
た。個人には「自治賞」「こうのとり賞」、団体には「くすのき賞」が贈られました。

氏名 活動内容

自治賞
阿部　勇さん （北条町小谷） 文化連盟会長を 6 年間務め、文化振興に尽力

梅野　肇さん （西笠原町） 農業委員会委員を 11 年間務め、地域農業の発展に尽力

繁田　基さん （青野町） ぶどう部会部会長を 6 年間務め、地域農業の発展に尽力

こうの
とり賞

高部庸子さん （北条町古坂） 高齢者への調理ボランティアなど地域の在宅福祉の向上に努める

藤本正幸さん （北条町横尾） 高齢者への給食配達ボランティアなど地域の在宅福祉の向上に努める

井上美代子さん（北条町北条） 高齢者への調理ボランティアなど地域の在宅福祉の向上に努める

岡本幸子さん （北条町北条） 高齢者への調理ボランティアなど地域の在宅福祉の向上に努める

くすの
き賞

宇仁郷まちづくり協議会宇仁の朝市部会 コミュニティビジネスを開拓するなど、地域づくりに貢献

鶉野中町花家族の会 花いっぱい運動など、こころ豊かな美しいまちづくりに貢献

さくらサロンボランティアグループ 障がい者の社会促進など、主体性を引き出す活動に尽力

コープねひめ食育くらぶ 子育て中のお母さんと子どもを中心に、地域食育活動に尽力
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北播親善ソフトボール大会で北条町東高室が優勝
　北条町東高室チームが 10 月 19 日、加東市で行われた第 39 回北播
親善ソフトボール大会で優勝しました。
　大会は各市町の予選を勝ち上がった 12 チームが参加。決勝は神明
町（小野市）と対戦し、11 対 8 で乱打戦を制して優勝しました。加
西市のチームが優勝したのは 9 年ぶりです。

ふるさとへの愛着深める東京加西会を開催
　東京を中心に、関東在住の加西市出身の方やゆかりのある方が集う東
京加西会総会が 11 月 8 日、KKR ホテル東京で開催されました。郷土の
発展に寄与することを目的に平成元年に発足、今回で 26 回目の開催で
す。東京、神奈川、千葉から参加した会員など 40 人が 1 年ぶりの再会
を喜び、ふるさと談議に花を咲かせました。同会の竹本進一会長が「故
郷に思いを馳せ、思い切り語り合いましょう」とあいさつしました。
東京加西会事務局（加西市秘書課☎㊷ 8701） 来年の再会を約束して記念撮影

事務処理ミスの再発防止へ　「ミス根絶対策本部」を設置

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

　10 月 10 日の児童手当の振込時間遅れ、10 月 24 日の
記載誤りの戸籍謄本交付など、職員の事務処理ミスによ
り、皆さまに多大なご迷惑をお掛けしましたことを深く
おわびします。

　10 月 31 日には、市長をはじめ幹部職員が謝罪会見を
行い、事務処理ミスの再発防止を図るため「加西市ミス
根絶対策本部」を設置しました。今後、全職員が一丸と
なって行政の信頼回復とミス根絶に努めてまいります。

チームメー
トで石田智
治監督を胴
上げ

12月14日は衆議院議員選挙の投票日です

【問合先】　加西市選挙管理委員会（市役所4階北側）☎㊷8781　※詳細は市ホームページをご覧ください

　12 月 2 日（火）に公示される衆議院議員総選挙は、12
月 14 日（日）に行われます。また、最高裁判所裁判官
の国民審査もあわせて行われますので、棄権することな
く必ず投票しましょう。
　投票日に、仕事や旅行などで投票に行かれない方は期
日前投票をすることができます。

■投票日時／ 12 月 14 日（日）7:00 ～ 20:00
■投票所／後日お送りします投票所整理券に記載
■投票所の変更

■郵便投票／身体に重度の障害等がある場合で、投票所
において投票することが困難な方は、自宅で投票ができ
る「郵便投票制度」があります。お早めに選挙管理委員
会までお問い合わせください。

期日前投票所 期間と投票時間
市役所 1 階
多目的ホール

12/3（水）～ 13（土）
8:30 ～ 20:00

イオンモール加西北条
2 階会議室

12/8（月）～ 13（土）
10:00 ～ 20:00

※最高裁判所裁判官の国民審査は 12 月 7 日（日）から
投票できます。6 日（土）までは投票できません。

■不在者投票／選挙人名簿の登録地以外の市町村や病
院、介護老人福祉施設などにおける不在者投票について
は、事前に選挙管理委員会から投票用紙と投票用封筒を
受けておく必要があります。

■期日前投票をされる方へ／期日前投票は、下表の 2 カ
所で行うことができます。投票所整理券の裏面に期日前
投票宣誓書を印刷していますので、宣誓書に必要事項を
記入して持参してください。

■投票できる方
・平成 6 年 12 月 15 日以前に生まれた方
・平成 26 年 9 月 1 日までに加西市に住民登録（転入届）
を行い、引き続き 3 カ月以上住民基本台帳に登録されて
いる方

投票区 投票所 町名
12 鎮岩町公会堂 西横田・東横田・鎮岩

14 大柳町公会堂 中山・大柳

29
宇仁小学校新校
舎集会ホール

鍛治屋・油谷・田谷・国正・
小印南・青野


