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■入居時期／ 10 月中旬予定
■受付期間／ 8 月 18 日（火）～ 27 日（木）
申込書は 8 月 10 日（月）から配布します。

■入居資格（次の①～⑥のすべてを満たす方）
①市内に居住または勤務している方
②市民税等を滞納していない方
③家族の人数が 2 人以上である方
・家族構成が夫婦または親子を主とする方
・婚約している場合は入居日までに入籍できる方
※単身の場合は、別途要件があります。
④収入が基準以内の方（募集案内参照）
⑤現在、住宅に困っている方
⑥入居者および同居者が暴力団員でないこと　

■入居を募集する住宅
団地名 家賃 戸数・面積・間取り

北条（古坂）団地
（北条町古坂）

14,100 ～
33,000 円 4 戸・55㎡・3DK

清水団地
（北条町西高室）

17,300 ～
44,700 円

4 戸・58 ～ 62㎡・
3DK

別府団地
（別府町）

20,700 ～
47,600 円 1 戸・77㎡・3LDK

吉野団地（吉野町）
期限付き若年世帯

20,900 ～
48,000 円 1 戸・66㎡・3LDK

■市営住宅

■県営住宅
■入居を募集する住宅

団地名 家賃 戸数・面積・間取り

北条鉄筋
（北条町北条）

17,600 ～
42,300 円

2 戸・58 ～ 61㎡・
3DK　3 人以上世帯
用（※ 1）

東高室高層・鉄筋
（北条町東高室）

21,800 ～
42,900 円

1 戸・55㎡・2DK
2人以上世帯用（※2）

■入居資格（次の①～⑥のすべてを満たす方）
①現在、住宅に困っている方
②すでに居住し、または同居しようとする親族がある方
③入居資格の収入基準等を満たす方
④所定の連帯保証人のある方
⑤申込者が県内に在住または勤務場所を有する方
⑥申込者本人または同居者が暴力団員でないこと

■抽選日／ 9 月 18 日（金）
落選された方は、抽選順位により、空き家が生じた場合
の待機登録者とさせていただきます（1 年間有効）。

■入居時期／ 11 月中旬予定
■受付期間／ 8 月 18 日（火）～ 27 日（木）
市施設管理課にある申込書を同課へ提出してください。

市営住宅・県営住宅の入居者募集 問合先／施設管理課☎㊷8750　℻㊷1998
　　　　shisetsu@city.kasai.lg.jp

（※ 1）夫婦または婚約者との 2 人世帯の方で、合計年
齢が 80 歳未満の場合は申し込みできます。

（※ 2）60 歳以上の申込名義人と、①～④の方のみの世
帯が申し込みできます。
①配偶者　② 18 歳未満の方　③中度以上の障がい者
④ 50 歳以上の方
②～④は民法上の親族関係にあること。

スポーツ大会の結果
■グラウンド・ゴルフすぱーく加西杯（6/20、すぱーく
加西）／ 1 位　松田美津代　2 位　今出千賀子

問合先／文化・観光・スポーツ課☎㊷ 8701
■グラウンド・ゴルフ協会会長杯（6/28、鴨川の里）
／ 1 位　栗山信男　2 位　山本明子

※期限付き若年世帯向住宅は、入居資格に加えて、申込
時に入居者とその配偶者の合計年齢が 80 歳以下の世帯
が対象です。入居期間は 10 年間の期限付きです。

■入居者選考方法
多数の場合は抽選によ
り決定
抽選日：9 月 18 日（金）

清水団地
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講座・イベント
■中央公民館「そば打ち体験教室」
日時：8/22（土）13:30 ～ 15:30　　場所：市民会館 2 階料理教室
講師：同館登録グループ「そばっ呼手打ち会」　　対象：小学 4 年生以上
定員：先着 20 人　　参加費：1,500 円（試食・材料費含む）
持ち物：エプロン、三角巾、タッパー、タオル 3 枚、飲み物
募集期間：8/15（土）まで　申込先：中央公民館☎㊷ 2151  ℻㊷ 1453

公民館からのお知らせ

■北部公民館「掃除（トイレ掃除）について学ぼう」
日時：9/5（土）、10/3（土）9:30 ～ 12:00　※全 2 回
定員：先着 15 人　　受講料：600 円　※材料費 300 円が別途必要
持ち物：汗拭きタオル、掃除用タオル、飲み物、動きやすい服装
場所・申込先：北部公民館☎㊺ 0103

■善防公民館の多目的ホール（体育館）使用停止（8 月 29 日～ 9 月 27 日）
　多目的ホールが空調入替工事に伴い、8 月 29 日から 9 月 27 日まで使
用できません。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：善防公民館☎㊽ 2643

混声合唱団ヴォルケ
 35周年記念演奏会

日時：8/29（土）18:30 ～
場所：市民会館文化ホール
内容：テーマ「ときめき」
混声合唱組曲「心の四季」、「未来へ」

「COSMOS」、「風を返して土を返し
て」　ほか
入場料：500 円
問合先：ヴォルケ（小川）☎㊻ 1354

人権文化をすすめる市民のつどい
日 時：8/23（ 日 ）
13:30 ～ 15:50
※手話・要約筆記
あり
場所：市民会館文
化ホール
内容
○「人権文化をすすめる市民運動」
ポスター・標語入賞者、第 16 回「愛
の詩」入賞者の表彰式
○人権講演会「福を運んだ人形まわ
し～人権尊重のまちづくりは私たち
の課題～」／辻本一英さん（芝原生
活文化研究所長、人形芝居実演阿波
木偶箱まわし保存会）
問合先：人権推進課☎㊷ 8727

30周年記念　市民音楽祭
日時：8/9（日）13:30 ～
場所：市民会館文化ホール
内容：テーマ「輝く」
1 部／各団の合唱　2 部／神戸市混
声合唱団（プロ）　3 部／吹奏楽
入場料：無料
問合先：音楽協会（柿本）☎㊽ 3379

市民会館からのお知らせ
■かさいカルチャークラブ中期（8
～ 11 月）受講生募集
ジャズダンス（キッズ・一般）、ハ
ワイアンフラ、バレエ、太極拳、イ
スヨガ、ウクレレ、スケッチ、切り
絵、健康マージャン　ほか
※ 1 日見学や無料体験もできます。
■文化ホールの使用停止（平成 27
年 9 月～ 29 年 3 月）
文化ホールの耐震改修工事に伴い、
平成 27 年 9 月から 29 年 3 月まで
文化ホールと 2 階ぎゃらりぃが使
用できません（コミセン各部屋は利
用可）。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：市民会館☎㊸ 0160

ボーイスカウト体験
手のひらの長さを知っていれば、定
規がなくても長さを測ることができ
ます。体を使って、自然の中でいろ
んな物の長さを測ってみよう。
日時：8/9（日）10:30 ～ 12:00
※雨天決行
集合場所：市役所駐車場（市民会館
寄り）
対象：小学生と保護者
参加費：無料
持ち物：筆記用具、帽子、水筒、タ
オル
募集期間：8/5（水）まで
申込先：ボーイスカウト加西第 1 団
secretary@bs-kasai1.skr.jp
℻㉟ 8815
問合先：団委員長☎ 0795-48-0858
団事務局☎㊸ 2100

今に残る戦争遺跡群
 鶉野飛行場展

■実物・模型展示
期間：8/3（月）～ 29（土）
■「神風特攻隊（白鷺隊）」パネル展
期間：8/8（土）～ 16（日）
■特別講演会

「神風特別攻撃隊・白鷺隊の軌跡」
－若き隊員たちと加西のひとびと－
日時：8/16（日）13:30 ～
講師：上谷昭夫さん（鶉野平和祈念
の碑苑保存会）

参加費：無料
場所：アスティアかさい 3 階
問合先：同保存会（三宅）☎㊾ 0759

原爆写真パネル展
原爆が投下された直後の街の様子な
ど、核兵器がもたらした悲惨な光景
を伝えます。平和について考えま
しょう。
期間：8/30（日）まで
場所：図書館パネルギャラリー
問合先：秘書課☎㊷ 8701
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