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　花いっぱいの街づくりを目指した「花いっぱい運動」の一環として行われ
る「平成 27 年度サルビア花壇コンクール」の受賞団体が決定しました。老
人クラブを対象にしたコンクールとして、市内 21 老人クラブから応募があ
りました。毎年、播磨農業高校の生徒が育てたサルビアの花苗を、各地域の
花壇で大切に育てられています。

最優秀賞／鶉野中町　　優秀賞／大村町、田谷町
入賞／山下西町、中野町、大内町
加西市老人クラブ連合会会長賞／下万願寺町

最優秀賞の鶉野中町老人クラブの花壇

サルビア花壇コンクール 問合先／花と緑の協会事務局（都市計画課内）☎㊷8753
　　　　℻㊷1998　toshi@city.kasai.lg.jp

後藤又兵衛の大型絵本が冊子に 問合先／観光まちづくり協会（文化・観光・スポーツ課内）
　　　　☎㊷8715  ℻㊷8745  kanko@city.kasai.lg.jp

加西市ゆかりの猛将「後藤又兵衛」の生涯を播州弁で
　加西市は、兵庫県立図書館と連携して黒田 24 騎の 1 人である後藤又兵衛の
生涯を書いた大型方言講談絵本「ホナマタベーものがたり」を、冊子にして
3000 部作成しました。
　後藤又兵衛は加西市に縁のある武将で、一説には山下町出身とあり、市内に
も末えいの方が多くおられます。郷土の偉人に愛着と誇りをもってもらおうと、
市内中学 1・2 年生と各小学校に配布しました。
　冊子は、図書館、地域交流センター、4 公民館、観光案内所（北条町駅内）
で入手（無料）できます。

大型方言講談絵本「ホナマタベーものが
たり」の A4 判冊子

住民票・印鑑証明・税証明を交付する自動交付機を一時停止
　市役所とアスティアかさいにある自動交付機は、電気
設備点検に伴う停電のため利用できません。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。

停止日時
市役所／ 10 月 17 日（土）8:30 ～ 15:00
アスティアかさい／ 10 月 17 日（土）9:00 ～ 15:00

小学生対象の風景画の入賞者 問合先／加西勤労者体育センター☎㊼1420

　小学生を対象とした「ランドマーク展望台・地球儀時計」風景画の受賞者が
決定しました。市内から 48 点の応募がありました。

最優秀賞／増田陽哉（西在田 1）
優秀賞／田中爽海（北条東 3）、岡田勇毅（北条東 6）
特別賞／田村杏（九会 6）
入選／正中朝陽（北条 2）、水原沙紀（北条 4）、黒川美音（北条東 1）、神吉隼斗（北
　　　条東 6）、奥本誠治（富合 3）、棟廣旭（西在田 5）

最優秀賞の増田さんの作品
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■家族ふれあい芸能祭
日時／ 11 月 8 日（日）開場 11:00　開演 12:00
場所／健康福祉会館ホール
内容／芸能協会による民舞・詩舞道・邦楽・腹話術・マ
　　　ジック・カラオケ・播州音頭
■文芸祭
　11 月 16 日（月）から、一般の部応募作品とジュニ
アの部入賞作品（俳句・短歌・川柳）を掲載した作品集
を、市内 4 公民館、図書館、市役所文化・観光・スポー
ツ課で入手できます（無くなり次第終了）。また、表彰
式を 11 月 15 日（日）に行います。
■おやこ劇場
日時／ 11 月 29 日（日）開場 13:15　開演 13:30
場所／アスティアかさい 3 階多目的ホール
内容／ミニげきじょうパート 12

■いけばな展
日時／ 10 月 31 日（土）10:00 ～ 17:00

11 月 1 日（日）10:00 ～ 16:00
場所／市民会館 3 階小ホール
内容／市内いけばな協会 7 流派が出展
■茶席
日時／ 11 月 1 日（日）10:00 ～ 15:00
場所／市民会館 3 階和室
内容／茶道協会（裏千家・神田宗愛社中）によるお抹茶
　　　席（御茶券 300 円）
■囲碁大会
日時／ 11 月 3 日（火・祝）受付 9:00　開始 9:45　
場所／市民会館 3 階小ホール
クラス／Ａ（4 段以上）、Ｂ（初段～ 3 段）、Ｃ（1 級以下）
参加費／一般 1,500 円、高校生以下 500 円

第49回加西市文化祭 問合先／文化・観光・スポーツ課☎㊷8773
　　　　℻㊷8745　bunka@city.kasai.lg.jp

■入居時期／ 12 月中旬予定
■受付期間／ 10 月 20 日（火）～ 29 日（木）
申込書は 10 月 13 日（火）から配布します。
※入居資格など詳しくはお問い合わせください。
■入居者選考方法／多数の場合は抽選により決定
抽選日：11 月 20 日（金）

■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 ～
33,500 円 2 戸・55㎡・3DK

清水団地
（北条町西高室）

17,300 ～
41,700 円

2 戸・58 ～ 62㎡・
3DK

吉野団地（吉野町） 17,300 ～
39,700 円 1 戸・56㎡・2LDK

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（※）

東高室高層・鉄筋
（北条町東高室）

24,700 ～
56,800 円

1 戸・64㎡・3LDK
3 人以上世帯用（※）

■入居時期／平成 28 年 1 月中旬予定
■受付期間／ 10 月 20 日（火）～ 29 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。
※入居資格など詳しくはお問い合わせください。
■抽選日／ 11 月 20 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）。

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

※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。

※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。
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