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　10 月 4 日にアラジンスタジアムで開催さ
れた「加西市体育大会開会式」で、スポーツ
を通じて青少年の健全育成に貢献された方な
どを表彰する「善意の表彰（かしの木賞）」「ス
ポーツ振興賞」と、スポーツ分野で優れた成
績を収められた方を表彰する「さわやか市民
賞」「スポーツ特別賞」「スポーツ功績賞」の
贈呈式が行われました。

■さわやか市民賞
　高田篤志さん 鴨谷町　　　寒川高校 3 年
　第 97 回全国高等学校野球選手権大会に投手として出場
■かしの木賞（スポーツ部門）
　川渕一夫さん 播磨町　　　富合野球スポーツ少年団
　佐々木保雄さん　　殿原町　　　泉少女バレーボールクラブ
■スポーツ振興賞
　上原和彦さん 東長町　　　軟式野球協会
　藤原　広さん 上野町　　　バレーボール協会
　山本壯一さん 北条町横尾　剣道連盟
　山本明子さん 東横田町　　グラウンド・ゴルフ協会
■スポーツ特別賞
　西村賢造さん 別府町
　第 5 回グリーンパークトライアスロン大会  60 歳以上男子  優勝
■スポーツ功績賞
　伊東電機株式会社野球部　　　　
　高松宮賜杯第 59 回全日本軟式野球兵庫県大会　優勝さわやか市民賞・かしの木賞の表彰

スポーツ分野で貢献・活躍された方を表彰

■第 41 回剣道大会
個人戦　小学 1・2 年	 竹内　怜
　　　　小学 3・4 年	 水田瞳美
　　　　小学 5・6 年男子	 谷口陽太　
　　　　小学 5・6 年女子 三田井麻梨愛
　　　　中学 1 年男子	 三田井龍馬
　　　　中学 1 年女子	 岩﨑千郷
　　　　中学 2・3 年男子	 高部侑汰
　　　　中学 2・3 年女子	 藤原ゆうな
　　　　一般男子	 吉澤友秀
　　　　一般女子 久村瑞季
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 39 回少林寺拳法演武大会
組演武　少年の部　低学年　小田知里・石野愛椛
　　　　　　　　　中学年　玉田侑璃・仲井彰都
　　　　　　　　　高学年　大西翔悟・増井隆介
　　　　一般有段の部　　　切貫裕介・上山泰宏
　　　　親子の部　　　　　森口泰吉・森口輝一
単独　　一般の部　　　　　青山真弓
乱捕　　少年の部　中学年　石野唯斗
　　　　　　　　　高学年　増井隆介
　　　　一般の部　　　　　森口泰吉

■第 45 回町対抗家庭バレーボール大会
男子　一部　西高室　　二部　坂元・宮前　　三部　笠屋 B
女子　一部　下若井　　二部　東高室

■第 22 回市長杯地区対抗ゲートボール大会
賀茂チーム

■第 46 回空手道大会
型競技　　
幼年　　　　小川真依
小学低学年　池田七彩
小学高学年　松本夢桜
中学　　　　松岡大暉
一般　　　　大垣隆一

組手競技　
幼年　　　　稲田龍揮
小学低学年　西尾優人
小学高学年　藤原佑奈
中学　　　　辻　侑月
一般　　　　大垣隆一

■第 26 回市長杯グラウンド・ゴルフ大会
男子の部　後藤　博　　女子の部　中村清美

■第 49 回ソフトテニス大会
一般男子　　高谷浩三・寺西勇司
一般女子　　西脇明子・大門真未

■第 40 回バドミントン大会
男子ダブルス　　一部　内海貴裕・嶋　愛里
　　　　　　　　二部　平松雅之・生田悦子
　　　　　　　　三部　田中彦次・高橋雅美
女子ダブルス　　一部　黒木敬子・西河純子
　　　　　　　　二部　藤原美香・宮永友妃
　　　　　　　　三部　長丸ひろ子・田邉二三恵
ジュニア　A ダブルス　野村恰太・藤井那華

B ダブルス　松尾秋津・藤原美羽

■第 46 回親善サッカー大会
一般　ゴールマウス　　中学　加西中　　少年　泉 FCJr
■第 49 回卓球大会
ダブルス　　　　　　判田晴彦・山端真帆
シングルス　一部　　田先哲也　　二部　　後藤　悠
　　　　　　三部　　小田裕介　　四部　　藤城稔己
シニア　　　　　　　小林敏之

■第 16 回バウンドテニス大会
ダブルス　根日女　　ラリー　ドングリ

加西市体育大会　各種目の優勝者 問合先／文化・観光・スポーツ課☎㊷8773
　　　　℻㊷8745　bunka@city.kasai.lg.jp

■第 36 回少年野球大会
北条野球スポーツ少年団
■第 30 回ジュニアバレーボール大会
日吉少女バレーボールクラブ

問合先／文化・観光・スポーツ課☎㊷8773
　　　　℻㊷8745　bunka@city.kasai.lg.jp
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金田悟雄一さんが「全国防犯協会連合会防犯栄誉銅章」を受賞
　10 月 14 日に兵庫県公館で地域安全兵庫県民大会が開催され、金田悟雄一さん（上野町）
が「全国防犯協会連合会防犯栄誉銅章」を受賞されました。金田さんは、加西市防犯協会上
野支部所属で、地域の人々が集まる秋祭りで、身近な犯罪を注意するチラシを配布するなど、
長年にわたり地域のリーダー的存在として積極的な防犯活動をされています。

「いじめ防止運動のポスター・標語」の上位入賞者
　児童・生徒がいじめについて正しく認識し、いじめを防止する意識の高揚を図
ることを目的として、市内の小学 5・6 年生と中学生を対象に募集した標語・ポ
スターの入賞者が決定しました。

アスティアかさいで入賞作品を展示
■ポスター
最優秀賞／佐藤　大（北条中 2）、高井愛海（泉中 3）
優秀賞／西田あかり（北条中 2）、塚前朋加（善防中 2）、村上紋佳（北条中 3）、森　絢伽（泉中 3）
■標語
最優秀賞／川嶋紗永（富田小 5）、椋本こころ（賀茂小 6）、竹内悠晟（泉中 1）
優秀賞／篠倉理緒（西在田小 5）、内橋凜花（泉小 5）、稲積真実 （賀茂小 6）、釜坂寧寧（西在田小 6）、
　　　　西脇花音（加西中 1）、小川留奈（善防中 1）

■ 8020 運動達成者（50 音順、敬称略）
石井和惠　　石山重二　　板井輝夫　　大西利明　　岡田善彦　　柏原英生　　川嶋　健　　衣笠ミナ子　小林利明　
佐伯清子　　繁田武久　　霜浦義雄　　高井敏彦　　高見重雄　　玉置克子　　玉田幸代　　辻たき子　　時里久子　
友重初江　　内藤澄子　　中右茂夫　　仲田　孝　　長濱昌子　　名定文江　　西村正敏　　能瀬テルミ　萩原とよ子
長谷川泰通　籘原正則　　松井良子　　松本てる子　丸山キヨ子　三宅槌春　　安田敏則　　山下さかゑ　山本利子　
吉田敬子　　吉田八重子

8020達成者を表彰 問合先／健康課（健康福祉会館内）☎㊷8723
　　　　℻㊷7521　kenko@city.kasai.lg.jp

11 月 8 日は「いい歯の日」
　加西市歯科医師会と加西市は、80 歳になっても自分の歯を 20 本以上残
そうという取り組み「8020 運動」を推進しています。今年度、達成された
38 人の方々が、9 月に健康福祉会館で行われた「敬老月間ふるさと芸能大会」
で表彰されました。
　いくつになっても自分の歯でおいしく食事が食べられるように「しっかり
噛む習慣」「定期的な歯科健診」「毎日の歯磨き習慣」を心がけましょう。

はちまるにいまる

「敬老月間ふるさと芸能大会」で達成者を表彰

　第 49 回加西市文化祭「文芸祭」
の俳句・短歌・川柳の入賞者が決
定しました。
　「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 16 日（月）から、
市内 4 公民館、図書館、文化・観光・
スポーツ課で入手できます（無料、
数に限りあり）。

「文芸祭」上位入賞者の皆さん 問合先／文化・観光・スポーツ課☎㊷8773
　　　　℻㊷8745　bunka@city.kasai.lg.jp

■一般の部／市長賞
俳句 小谷みちよ 中野町
短歌 丸山文子 加東市
川柳 石田明子 加古川市

■ジュニアの部／市長賞
俳句 大谷幸輝 泉小 1 年
短歌 柏原みずき 北条中 2 年
川柳 山本希美 北条中 1 年

■ジュニアの部／教育委員会賞
俳句 長尾　匠 北条小 4 年

高部侑汰 北条中 3 年
短歌 松本夢桜 九会小 6 年

前田真愛 加西中 2 年
川柳 埴岡みつき 賀茂小 4 年

榊原千桜 日吉小 4 年

■一般の部／教育委員会賞
俳句 板井ちさ代 網引町

藤原　進 加東市
短歌 上杉憲一 神戸市

太田省三 大阪府池田市
川柳 為広鈴美 上芥田町

片岡逸美 西脇市

金田さん

かね		だ				ご				う		いち
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