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王子町 宮永守男
戸田井・両月町 東郷聖子
大村町 前田真理子
尾崎町 岩崎輝雄
段下町・加西の里 久保田虎雄
中西南・中西北町 高田利夫
琵琶甲・牛居町 岡田陽子
野条・新生町 山田敏美
上野田町 岩田幸子
東野田町 森本幸久
東笠原町 三宅廣司
西笠原町 小田美千子
三口町 青手木章江
坂本町 佐藤すみ子
倉谷・千ノ沢町 森下雅史
尾崎団地自治区 山口茂信

■下里地区

中野町 下村義明
田原町（北） 田井秀和
田原町（南・西） 織田京子
網引・南網引町 上見  弘
栄・桑原田町 菅野尊子
繁陽町・繁昌町一部 横川まゆみ
繁昌町 浅田昭代
下宮木村町・工業団地社宅 筧　和代
上宮木町 藤城まり子
下宮木町 岡田盛英
鶉野上町 後藤富美代
鶉野南町 松本乃里子
鶉野中町 尾花幸雄
繁昌自治区 山下次郎

■九会地区

上若井町 釜坂京子
下若井町 藤本孝夫
大内町 藤原良子
下道山町 髙田鶴美
上道山町 五十嵐健二
下万願寺町 森　久雄
上万願寺町 大氏悦子

■西在田地区

殿原町 丸山公司
鴨谷町 定行早苗
笹倉町 甘中さつき
中富町・中富雇用 山本純子
越水・北町 長田良則
別所町 上野惠三
佐谷町 高橋佐代子
上野町 藤原  広
広原町 髙見博彰
下芥田町 芥田首均
上芥田町 為平　忠

■在田地区

福吉町 杉本照美
本町 井上嘉子
南町 尾上哲三
駅前町 小東紀子
御旅・御幸町 三枝真理子
笠屋町 織田照子
北条第三住宅自治区 蓬莱義正
宮前町 藤井智子
曽根自治区 古家國博
北条団地自治区 原田孝志
江ノ木・住屋・栄町 和田登喜子
小谷 正中典子
栗田 小塩美穂子
  〃 植田早苗
横尾 西門正剛
  〃 前田洋代
古坂 竹内正和
  〃 藤原小夜子
古坂 1 丁目 名尾ちどり
古坂 2 丁目 松尾啓蔵
古坂 3 丁目 小岩一明
東高室 石田　修
荒神山住宅自治区 本玉佳伴
西高室 高次貞雄
清水団地・カナダ村 太田垣光男
東南・東南雇用 豊田明子
西南・西南雇用 森本規夫
黒駒・女鹿山 藤本恵彰

■北条地区

谷・西上野町 岡　晴樹
西谷東・西谷西町 谷勝公代
畑町 木下繁樹
芝自治区 藤田康夫
窪田・吸谷町 調整中
市村・坂元町 川嶋敏彦
福居町 柏原　太
谷口・吉野町、
吉野自治区 田中　守

■富田地区

甲和泉・山田町 藤本正男
乙和泉町 藤本隆博
河内町 別府　悟
野上町 高見雅博
池上・西野々町 長谷川龍光
島・満久町 織部　武
馬渡谷・大工町 神田定秀
鍛治屋・油谷町 繁田幸良
田谷町 小川初男
国正町 志方恒雄
小印南町 片岡　茂
青野町 繁田利成

■多加野地区

福住東・福住西町 渡邊俊彦
山下西・山下中町 横山和美
山下東町 井上順子

■賀茂地区

西横田・東横田町 横田克巳
鎮岩町 小谷　敏
岸呂町 杉本哲己
東長・西長町 村田勝美
東剣坂町 小路三千男
西剣坂町 岸本　強
中山・大柳町 松本　茂

　民生委員・児童委員、主任児童委員が 12 月 1 日付けで就任されました（任期は 3 年）。民生委員・児童委員は、厚
生労働大臣から委嘱され、地域の皆さんの身近な相談相手として、生活上の心配ごとや困りごとなどの相談に応じます。

北条中学校区 塚原博文
善防中学校区 永井育代
加西中学校区 田中高弘
泉中学校区 原田正明

■主任児童委員
都染町 松岡絢子
別府西町 西村　治
別府中町 松末立身
別府東・青野原町 藤本君江

■富合地区

常吉町 菅野真里
朝妻町 井上いづみ
豊倉町 小林千代子
玉野町 本玉加代子
山枝町 玉田敏之
玉丘町 井上映子

民生委員・児童委員、主任児童委員の皆さん 問合先／福祉企画課☎42-8724　℻43-1801
　　　　fukuki@city.kasai.lg.jp

地域医療市民フォーラム
　医療体制の維持と向上、地域での医
療と介護の連携について考えます。

日時／ 12 月 18 日（日）13:00 ～ 15:00　場所／健康福祉会館
内容／山邊裕さん（加西病院事業管理者）による基調講演「地域医療と
加西病院」など　参加費／無料　問合先／福祉企画課☎ 42-8724
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講座・イベント

生活支援サポーター養成講座 問合先／長寿介護課☎42-8728　℻42-8955
　　　　kaigo@city.kasai.lg.jp

　ちょっとした手助けが
あれば、住み慣れた場所
で安心して暮らせる高齢
者は少なくありません。
　生活支援サポーターと
は、援助を必要としてい
る高齢者に掃除や買物の
同行、話し相手、通院介
助など暮らしの手助けを
行う活動です。
　「加西市生活支援サポー
ター 1 期生」として、地
域住民がお互いに支え合
い安心して生活していけ
るような仕組みづくりを
一緒に始めてみませんか。

■日時・内容・講師
日時

（13:30 ～ 16:45） 内容・講師

① 1月 24日（火） 加西市の高齢化の現状と介護施策／市長寿介護課
ボランティアとは／市社会福祉協議会

② 1月 31日（火） 認知症サポーター養成講座／加西市ねひめキャラバン・メイト
応急手当、心肺蘇生法を学ぶ／北はりま消防組合加西署

③ 2月 7日（火） 先進地生活支援サポーターの活動報告／加東市生活支援サポーター
家事援助の仕方について／総合介護センター

④ 2月 14日（火） 高齢者とのコミュにケーションの方法／社会福祉法人あいおい福祉会
高齢者に伴うリスク管理／NPO法人Ｃ・キッズ・ネットワーク

⑤ 2月 20日（月） サポーターとしての心構え／市社会福祉協議会

■場所／健康福祉会館　　　■定員／先着 25 人　　　■受講料／無料
■持ち物／筆記用具　　　　■募集期間／ 1 月 20 日（金）まで
■申込先／市社会福祉協議会地域福祉課☎ 43-1281

※ 3 つ以上の講座を受講された方を生活支援サポーターとして認定させていただきます。

北部公民館からのお知らせ
■親子クリスマスパーティー
パパ・ママはクリスマス料理教室、
子どもたちはクリスマスのミニツ
リーをつくってパーティーを楽しみ
ましょう。
日 時：12/17（ 土 ）9:30 ～ 13:30
対象：小学生と保護者
受講料：300 円（大人のみ）
材料費：大人 1,000 円  小学生 500 円
定員：先着 16 組
持ち物：エプロン、三角巾、台ふき
1 枚、食器ふき 1 枚
■ミニ門松をつくろう
自分だけのミニ門松で新しい年を迎
えましょう。
日時：12/17（土）9:00 ～ 11:30
定員：先着 15 人
受講料：1,000 円（材料費含む）
持ち物：軍手、新聞紙、お持ちの方
は目の細かいのこぎり
場所・申込先：北部公民館
☎ 45-0103

　いこいの村裏山のランドマーク展望台に登って
初日の出を見ます。雑煮の振る舞いや抽選会、小
学生以下には参加賞もあります。
日時：1/1（日）6:00 ～（受付）
※雨で中止の場合は、当日 5:30 ～ 6:00 の間に事務局留守番電話または
ホームページでお知らせします。
集合場所：アラジンスタジアム東側駐車場　　参加費：無料
問合先：青少年団体連絡協議会事務局（総合教育センター）☎ 42-3723

新春のつどい

たぬきの満点カードと
 X'mas ケーキの大交換会

たぬきの満点カード 3 枚で 1 家族
に 1 台のクリスマスケーキと交換
します（先着 80 人）。
日時：12/23（金）11:00 ～（10:30
から整理券を配布）
※整理券と交換できなかった方は、
満点カード 1 枚を 700 円のお買物
券と交換します。
場所：アスティアかさい 3 階多目
的ホール
問合先：加西市商店連合会ポイント
カード事業委員会（加西商工会議所
内）☎ 42-0416

加西市史を読む会
■近世「幕末から維新へ－農兵の募
集－」
政局が混乱する幕
末期に入ると、幕
府をはじめ諸藩に
おいても軍事力の
強化が図られました。幕末の時代背
景を追いながら加西市域における農
兵の募集についてみていきます。
日時：12/10（土）10:30 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：生涯学習課職員
定員：先着 60 人　参加費：無料
問合先：生涯学習課☎ 42-4401


