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販売予定のリサイクル品

■販売期間／ 10 月 1 日（木）～ 20 日（火）9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:00
　　　　　　※水・土・日・祝は除く。
■場所／加西市クリーンセンター管理棟内（中山町 520-15）
■対象者／市内在住で営利を目的としない方※事業所などは対象外
■販売方法／家具・自転車など物品により指定した日に抽選販売します。また、購入
　　　　　　数についても制限があります。詳しくは展示場で確認してください。

粗大ごみリサイクル品の展示販売 問合先／加西市クリーンセンター☎㊻0602
　　　　環境課☎㊷8719

リサイクル啓発のため、再利用可能な物品を販売

飲食店オリジナルカレーを大募集 申込・問合先／加西ブランド協議会
農政課☎㊷8741　商工会議所☎㊷0416

　肺炎球菌で起こる肺炎の発症や重症化を予防
するために、肺炎球菌ワクチン（23 価）を定
期予防接種として実施しています。主治医と相
談し、体調の良い時に接種しましょう。すでに
接種された方は、対象になりません。

あさじ医院 ☎㊹ 0225 田尻内科循環器科 ☎㊸ 7931
安積医院 ☎㊻ 0361 徳岡内科 ☎㊷ 0178
荒木医院 ☎㊸ 9711 西村医院 ☎㊾ 0001
大杉内科医院 ☎㊼ 0023 北条田仲病院 ☎㊷ 4950
小野寺医院 ☎㊽ 3737 堀井内科医院 ☎㊾ 0150
おりた外科胃腸科医院 ☎㊷ 6000 まえだ内科神経内科クリニック ☎㊺ 2050
加西病院 ☎㊷ 2200 みのりクリニック ☎㊾ 8470
佐竹医院 ☎㊷ 4057 米田病院 ☎㊽ 3591
さかいこどもクリニック☎㊸ 0415 医療福祉センターきずな

※通院者のみ ☎㊹ 2881坂部整形外科 ☎㊸ 1444

高齢者の肺炎球菌ワクチンの予防接種
肺炎の発症や重症化を予防

※市外で接種する場合は、事前にお問い合わせください。

■対象者
・平成 28 年 4 月 1 日時点で次の年齢になる方
／ 65、70、75、80、85、90、95、100 歳
・60 歳以上 65 歳未満の方で心臓・腎臓・呼
吸器の機能障害を有する方
・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害
を有する方（日常生活が極度に制限される方に
限る）
※ 65 歳以上の対象者以外で主治医が必要と判
断した場合は、接種費用の助成を受けることが
できます。詳しくは、お問い合わせください。

■接種期間／平成 28 年 3 月 31 日（木）まで　　■回数／ 1 回
■料金／ 4,000 円※生活保護、市民税非課税世帯の方は免除（接
種前に印鑑・身分証明書を持って、健康課で申請してください）
■必要な物／健康保険証など対象者であることが証明できるもの
※接種後、医療機関より「高齢者肺炎球菌接種済証」が配布され
ます。大切に保管してください。
■接種医療機関（直接医療機関へ予約してください）

問合先／健康課（健康福祉会館内）☎㊷8723
　　　　℻㊷7521　kenko@city.kasai.lg.jp

　市内では、ジャガイモやニンジン、トマトなど多くの
野菜が栽培されています。また、但馬牛も飼育されてい
ます。加西ブランド協議会では、この多彩な加西の食材
を使った飲食店オリジナルカレーのメニューを募集しま
す。応募のあったメニュー
は、関係団体が発行するパ
ンフレットに掲載する予定
です。

加西産農産物を使ったカレーメニューを募集
対象／市内の飲食店（常設店舗・持ち帰り店含む）
メニューのルール／①加西産農産物を 3 種類以上使用

（市内で栽培、飼育された野菜・果実・キノコ類・牛肉など）
② 1 年以上メニューとして続ける
※カレーうどんやカレーパンなども可。
※既存メニューでも要件が揃っていれば可。
募集期間／ 10 月 30 日（金）まで
※申込方法などは、市ホームページをご覧ください。
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家族介護教室「リフレッシュ
 しながら、らくらく介護」

介護に役立つ技術の習得や介護者の
リフレッシュの場です。
■第 1 回「ストレスを知って、心
の負担を軽くする方法」
日時：10/28（水）13:30 ～ 15:00
■第 2 回「いつまでも美味しく安
全に食べる方法」
摂食と嚥下のポイントや嚥下食の食
形態などを学びます。
日時：11/25（水）13:30 ～ 15:00
■第 3 回「福祉用具を体験してみ
よう」
日時：12/9（水）13:30 ～ 15:00
■第 4 回「高齢者・障がい者のた
めの安心簡単クッキング～介護をさ
れる人・する人の豊かな食生活をサ
ポート～」
日時：H28.1/27（水）13:30 ～ 15:00

場所：1 ～ 3 回は健康福祉会館 2
階研修室、4 回は市民会館 2 階料理
教室
対象：現在介護をされている方、介
護に関心のある方
定員：30 人 ※各回のみの参加も可
参加費：無料
申込先：第二サルビア荘☎㊺ 8922

講座・イベント
　終戦 70 年の節目の年に、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「平和祈念祭」。戦争や平和について
考える「戦争遺産シンポジウム」が行われます。

鶉野平和祈念祭＆戦争遺産シンポジウム

日時：10/4（日）13:00 ～ 17:00
内容（時間・場所）
鶉野平和祈念祭（13:00 ～ 14:30・鶉野飛行場跡）
祈念祭式典、海上自衛隊弔銃斉射、地場野菜の販売など　※申込不要
戦争遺産シンポジウム（15:00 ～ 17:00・健康福祉会館）
桂春蝶さん（落語家）の新作落語「明日ある君へ～知覧特攻物語」、上谷
昭夫さん（鶉野平和祈念の碑苑保存会）の講演「神風特別攻撃隊　白鷺隊
の軌跡」など　※シンポジウムは申込必要
定員：先着 200 人　　参加費：無料　　募集期間：9/25（金）まで
申込：申込書（市ホームページ）に住所・氏名・性別・年齢・電話番号・
　　　携帯電話番号・FAX 番号（ある場合）・人数（4 人まで）を記入し、
　　　FAX またはメールで申し込みしてください。
申込先：観光まちづくり協会　℻㊷ 8745　kanko@city.kasai.lg.jp
問合先：鶉野平和祈念の碑苑保存会（鶉野平和祈念祭）☎㊾ 0759
　　　　観光まちづくり協会（戦争遺産シンポジウム）☎㊷ 8715

第 35 回加西観月の夕べ
加西市茶道協会によるお茶席です。
秋の夕べに中秋の名月を眺めなが
ら、野点（のだて）を行います。
日時：9/27（日）15:00 ～ 20:00
場所：いこいの村はりま緑風亭（茶
室）　※野点は芝生広場
参加費：緑風亭席と野点席セット券
800 円　一席券 400 円
茶席券販売場所
観光案内所（北条町駅内）、観光ま
ちづくり協会（市文化・観光・スポー
ツ課内）
問合先：観光まちづくり協会㊷ 8715ふるさと再発見ハイキング

■熊野小道を歩く
長駅から田園風景を眺めながら、標
高 201 ｍの権現山山頂の熊野神社
を訪ねます。
日時：9/30（水）9:15 ～ 13:30
集合場所：観光案内所（北条町駅）
コース：約 4km ※当日参加も可
参加費：300 円（保険代等）
※北条鉄道往復運賃が別途必要
主催：歴史街道ボランティアガイ
ド、観光まちづくり協会
申込先：観光案内所☎㊷ 8823

かさい♥しあわせ♥交流会（第 7 回）

■これからネットワークしましょ
う！まずは ･･･ この指とまれ！
日時：9/10（木）14:00 ～ 16:00
場所：市役所 5 階小会議室
講師：喜多展久さん（コミュニティ
ソーシャルワーカー）
参加費：500 円（資料代）
申込先：居宅介護支援事業所エンゼ
ルみわちゃん☎ 0795-48-5598

フットサル教室（無料）
プロフットサルチーム「デウソン神
戸」の選手による指導で、本物のフッ
トサルを体験できます。
日 時：10/7 ～ 11/25 の 毎 週 水 曜
日全 8 回　キッズ 17:00 ～ 18:30、
大人 19:00 ～ 20:30
場所：多目的グラウンド
クラス：キッズ／小学 1 ～ 3 年生
大人／ 16 歳以上
定員：各クラス 40 人
申 込： 住 所・ 氏 名・ 電 話 番 号 を
bunka@city.kasai.lg.jp へメールし
てください。※ 3 日以上経っても「受
付完了メール」の返信がない場合
は、電話でお問い合わせください。
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎㊷ 8773

スポーツ大会の結果
■グラウンド・ゴルフ第 89 回す
ぱーく杯（7/25、すぱーく加西）
1 位　坪木貞子　2 位　大西庸雄
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎㊷ 8773
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