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■フットサルに夢中
　「フットサルアカデミー 2017（冬）」が 2月 15
日、多目的グラウンドで行われ、4～ 51歳までの
約 60人の参加がありました。キッズクラスの子ど
もたちは、プロフットサルチーム「デウソン神戸」
の選手らから、ボールの扱い方を教わり、ミニゲー
ムを楽しみました。福和蛍くん（5歳・池上町）は
「フットサルは初めてだったけど楽しかった。ゴー
ルが決まって気持ち良かった」と笑顔で話しました。

市制50周年記念イベント（p2-3）
■市内企業の就職情報をインターネットに掲載（p4）
■平成29年の区長の皆さん（p6）
■平成29年の農会長の皆さん（p7）

加西市ホームページ



　兵庫芸術文化センター管弦楽団による 50 周年を祝う演奏会が開催されま
す。リニューアルしたホールに響きわたる美しい音色をお楽しみください。
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市制50周年記念イベント 問合先／秘書課☎42-8701　℻43-0291  
　　　　hisho@city.kasai.lg.jp

　気球の飛ぶまち加西として、かさい熱気球サポータークラブや播磨風船飛行
隊の協力により、気球の搭乗体験やバルーングロー（夜間係留）などの気球イ
ベントを開催します。気球はとてもデリケートなため、雨天の場合は中止とな
り、雨が降らなくても風が強ければ中止または内容を変更する場合があります。

4 月 8 日「ハッピーバルーンフェスティバル」

　加西市は、平成 29 年 4 月に市制施行 50 周年を迎えます。50 周年は、加西市が未来に向
けて力強い歩みを進める大きな節目です。4 月以降、50 周年を記念してさまざまなイベン
トが開催されます。友人やご家族などとぜひご参加ください。

●気球搭乗体験の参加者募集
■日時／ 4 月 8 日（土）7:00 ～ 10:00　※当日の天候により中止。風が強い場合は「気球教室」に変更。
■場所／鶉野飛行場跡　■定員／ 300 人※多数の場合は抽選　■参加費／大人 1,000 円　小人 500 円（小学生以下）
■申込方法／往復はがきで申し込んでください（1 通 4 人まで）。複数枚の申し込みはできません（2 枚目以降無効）。
往復はがきの往信面に①～③までの必要事項を、返信面に代表者の住所と氏名を記入してください。
①参加者全員の氏名（ふりがな）・学年（年齢）　②郵便番号・住所　③電話番号
※ご家族の場合はお子さまとの関係、一般の方は年齢、小学生は新学年を記入してください。
※代表者の氏名を最上部に記入してください。
※ 5 人以上で申し込みの場合は、もう 1 枚記入して申し込んでください。
■募集期間／ 3 月 1 日（水）～ 14（火）※当日消印有効。結果は、3 月 21 日（火）以降に返信はがきでお知らせします。
■申込・問合先／〒 675-2395　加西市北条町横尾 1000
　　　　　　　　文化・観光・スポーツ課「気球搭乗体験」係宛　☎ 42-8773

4 月 29 日「兵庫芸術文化センター管弦楽団ストリングス 加西公演」

■開催日／ 4 月 8 日（土）　　　■場所／鶉野飛行場跡特設会場
■時間・内容
6:30 ～ 7:00　　（離陸時間）さくらフライト（気球約 10 機が離陸）

※風向きにより離陸場所が変更になる場合があります。
7:00 ～ 10:00　　気球搭乗体験（2 機、要予約）

16:00 ～ 18:00　　音楽ステージ（市吹奏楽団、北条高校吹奏楽部など）
18:00 ～ バルーングロー（闇の中、ガスバーナーの炎が気球約 10

機を明るく灯し出します）

カ ー テ ィ ス 音 楽 院、
ジュリアード音楽院で
研鑽をつみ、現在、フ
ランス国立リヨン管弦
楽団のコンサートマスターも務める。
使用楽器：1781 年製ガダニーニ

ジェニファー・ギルバート

兵庫芸術文化センター管弦楽団ストリングス

昨年3月に開催された熱気球全日本選手権

■日時／ 4 月 29 日（土・祝）15:00 ～　開場 14:30
■場所／加西市民会館文化ホール　■座席数／ 798 席　※車椅子席 4 席
■特別ゲスト／ジェニファー・ギルバート（ヴァイオリン）
■プログラム（予定曲目）／フランク：ヴァイオリン・ソナタ　イ長調、
ドビュッシー：レントよりおそく、ラヴェル：ハバネラ形式の小品、チャ
イコフスキー：「フィレンツェの思い出」（弦楽合奏版）
■入場料（全席指定）／大人 2,000 円　高校生以下 1,000 円
※当日券 500 円増。小学生未満は入場できません。
■販売場所／市民会館、善防・南部・北部公民館、地域交流センター、イオン
加西北条店、西村書店、毛利書店、北条楽器、チケットぴあ、ローソンチケット
■チケットの問合先／市民会館☎ 43-0160
■事業内容の問合先／秘書課☎ 42-8701
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　加西市播磨国風土記 1300 年祭（平成 27 年 5 月）
で、『播磨国風土記』の根日女伝説を題材にした新
作能『針間（はりま）』（哲学者の梅原猛さん創作）、
新作狂言『根日女（ねひめ）』（狂言師の野村萬斎さ
ん監修）が披露されました。
　市制 50 周年に合わせ、1300 年祭で誕生した新
作能『針間』をもう一度再現します。また、野村萬
斎さんとこども狂言塾の塾生による新作狂言『根日
女』なども上演します。

■日時／ 5 月 4 日（木・祝）17:00 ～ 19:30
■場所／加西市民会館文化ホール
■スケジュール
16:15 開場
17:00 ～ 17:40　Ⅰ部  新作狂言『根日女（ねひめ）』
18:00 ～ 18:15 Ⅱ部  舞囃子『高砂（たかさご）』
18:15 ～ 19:30 新作能『針間（はりま）』

チケットの販売（全席指定）
■販売席数／ 798 席　　■販売日／ 3 月 1 日（水）～
■座席料金
前売券／一般 3,000 円　高校生以下 500 円
※当日券は一般のみ 500 円増。前売券が売り切れの場合、
当日券の販売はありません。
※ 4 歳未満無料（席なし）。席に座る場合はチケットが必要。
■販売場所／市民会館、善防・南部・北部公民館、地域交流
センター、イオン加西北条店、西村書店、
毛利書店、北条楽器、チケットぴあ、ロー
ソンチケット
■チケットの問合先／市民会館☎ 43-0160
■加西能の問合先／文化・観光・スポーツ課☎ 42-8756

演者／観世銕之
丞、藤田六郎兵
衛　ほか
みどころ／市制
50 周年を祝い、結婚披露
宴など祝いの場で多く演じ
られる人の世を言祝（こと
ほ）ぐ大変めでたい能を特
別に演じていただきます。

演者／大槻文蔵（人間国宝）、観世
銕之丞、藤田六郎兵衛　ほか
あらすじ／ 2 人の皇子・意奚（おけ）
と袁奚（をけ）の父が、皇位継承争いから近江国
で殺された。2 人の皇子は、志深（しじみ）村に隠れ、
村首の家で牛飼いの下男として仕えることになっ
た。数年後、祝いの宴で歌を所望された弟の袁奚は、歌い舞いながら、ついに
その歌詞で自らの正体を明かす。国司の小楯（おだて）はこれを都に報告。2
人の皇子は、都に迎えられ天皇となった。

新作能『針間（はりま）』 舞囃子『高砂（たかさご）』

演者／野村萬斎、加西市こども狂言塾　ほか
あらすじ／播磨国の賀毛（かも）の里の国造（くに
のみやつこ）許麻（こま）には、美しく不思議な力
を持つ娘・根日女がいた。噂を聞いた皇子・意奚（おけ）と袁奚（を
け）は、志深（しじみ）の里から根日女に会いに来る。敵の間者で
はないかと疑る許麻に囚われるが、根日女は 2 人を助け、2 人は根
日女に求婚する。しかし、互いに譲り合ううちに、2 人は都に戻る。
2 人は再び会いに来るが、根日女は病を得て帰らぬ人となっていた。
根日女の亡骸を納めた墓は玉丘古墳と呼ばれ、その愛を今に伝える。

新作狂言『根日女（ねひめ）』

昨年の「第1回加西薪能」で狂言を演じる狂言塾の塾生

5 月 4 日「第 2 回 加西能」

平成 27年 5月「風土記 1300
年祭」での新作能『針間』

●加西能に向け公開お稽古（こども狂言塾の塾生募集中）
　毎年 5 月に舞台で新作狂言『根日女（ねひめ）』を演じる
こども狂言塾の第 4 期生を、3 月 31 日（金）まで募集して
います。下記のとおり公開お稽古を実施しますので、こども
狂言塾の参加を検討されている方は、ぜひお越しください。
■日時／ 3 月 27 日（月）18:00 ～ 21:00　※要予約
■場所／サカイダンスアカデミー（北条町横尾）
■申込先／文化・観光・スポーツ課☎ 42-8756

新作狂言『根日女』には、こども狂言塾の塾生も共演します

野村萬斎

大槻文蔵
観世銕之丞
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市内企業の就職情報をインターネットに掲載 問合先／加西市雇用開発福祉協議会事務局
　　　　（加西商工会議所内）☎42-0416

　加西市は商工会議所と連携して、加西市出身や市外からの移住者の市内企業への就職を増やし、定
住人口の増加を図るために、平成 30 年 3 月卒業予定者や転職者の採用を行う市内企業の採用情報をイ
ンターネットの就職情報サイトに掲載しています。詳しくは、市ホームページの「加西市 UJI ターン
就職情報 NAVI」のバナーからご覧ください。加西市にはモノづくりに携わる企業が多数あり、高度な
技術力でグローバルに活躍し、商業やサービス業ともに国内外の産業振興に大きく貢献しています。このような企業の
情報を、より多くの大学生に発信するために、インターネットの就職情報サイトに掲載しています。

■北播磨地域　就職面接説明会 in 大阪
日時／ 3 月 11 日（土）13:30 ～ 15:30
場所／大阪新卒応援ハローワーク（大阪市北区角田町
　　　8-47　阪急グランドビル 18 階）
対象
①北播磨地域内に就職を希望する方
②平成 29 年 3 月または平成 30 年 3 月に大学・短大等
卒業予定の方
※平成30年3月卒業予定の方は採用面接は行いません。
内容
①北播磨地域の事業所による就職面接説明会（説明だけ
聞きたい方も参加可）
②北播磨地域への就職相談や企業情報・移住情報の提供
参加事業所／北播磨地域の事業所 8 社程度
問合先／ハローワーク西脇☎ 0795-22-3181

就職活動情報

■就活 OPEN フェア in 播磨（中堅中小企業就職説明会）
日時／ 3 月 15 日（水）13:30 ～ 16:00
　　　受付 12:30 ～ 14:30
場所／加古川プラザホテル 2 階鹿児の間（加古川市加
　　　古川町溝之口 800）
対象／平成 30 年 3 月に大学・短大等卒業予定の方
※面接会ではありませんので、お気軽に参加ください。
参加事業所／北播磨・東播磨の中堅中小企業約 30 社
問合先／ハローワーク加古川☎ 079-421-8638

■子育て女性のための就職支援セミナー
保険や税金の制度の最新情報や、市の子育て支援施策を
学びます。
日時／ 3 月 15 日（水）14:00 ～ 16:00
場所／アスティアかさい 3 階集会室
講師／藤原弥季さん（社会保険労務士）ほか
定員／先着 10 人※一時保育（生後 6 カ月～小学 6 年生）
　　　もあります。希望者は要予約。
受講料／無料
申込先／加西市ふるさとハローワーク☎ 42-7600

●子育てママ就職支援補助制度
出産や子育てのために就業していない女性が就職のため
に受講する講座費用の一部を助成します。
対象者／次の要件を全て満たす女性
①加西市に住民登録があり、引き続き加西市に住む方
②出産や子育てのため就業しておらず、就職を希望して
いる方
③小学生以下の自身の子どもを養育している方
④加西市ふるさとハローワークで相談を受け、就職のた
めの教育訓練の受講が必要であると認められた方
対象講座／厚生労働大臣が指定する教育訓練講座
対象経費／入学料及び受講料（国県等の教育訓練への給
付金等を受けている場合は、給付金額を差し引いた金額）
補助金額／経費の 1/2（上限 10 万円）
問合先／産業振興課☎ 42-8740

自動車の検査・登録の手続きはお早めに
　3 月末は自動車の検査・登録窓口が混雑します。手続きは 3 月中旬までにお済ませください。継続検査は、自動
車検査証の有効期間満了日の 1 カ月前から受けることができます。

区分 問合先
原動機付自転車（125CC以下）　小型特殊自動車 市税務課　☎ 42-8712
軽三輪自動車　軽四輪自動車 軽自動車検査協会兵庫事務所姫路支所☎ 050-3816-1848
	軽二輪車（125CC超 250CC以下）
二輪の小型自動車（250CC超） 姫路自動車検査登録事務所☎ 050-5540-2067

上記以外の自動車 神戸運輸監理部兵庫陸運部☎ 050-5540-2066
姫路自動車検査登録事務所☎ 050-5540-2067
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加西球場の愛称「アラジンスタジアム」 問合先／文化・観光・スポーツ課☎42-8773
　　　　℻42-8745  bunka@city.kasai.lg.jp

　加西市は、スポーツ振興施策の充実強化を図るため、加西球場のネ
ーミングライツ（命名権）を導入しています。4 月以降も「アラジン
スタジアム」として、株式会社千石と日本エーアイシー株式会社が継
続してネーミングライツスポンサーになりました。
■スポンサー／株式会社千石（別所町）
　　　　　　　日本エーアイシー株式会社（別所町）
■契約期間／平成 29 年 4 月 1 日～ 32 年 3 月 31 日（3 年間）
■契約金額／ 3 年で 200 万円

ぜんぼうグリーンパークの料金改正
　4 月 1 日からぜんぼうグリーンパーク
の使用料金を改正します。
使用料金／半面：1 時間 400 円
　　　　　全面：1 時間 800 円
問合先／加西勤労者体育センター
　　　　☎ 47-1420

住みよい地域社会づくりに貢献 問合先／ふるさと創造課（区長）☎42-8706
　　　　管理共済課（農会長）☎42-8717

■区長
氏名（町名） 在職年数など
山下公明 （南網引町） 4年（九会地区代表 1年）

平成 28年区長会・会長
村田克也 （西長町） 4年（賀茂地区代表 1年）

平成 27年区長会・副会長
小塩茂昭 （栗田） 4年（北条地区代表 1年）

平成 28年区長会・副会長
佐竹利昭 （西野々町） 2年（日吉地区代表 1年）

平成 28年区長会・副会長
黒田義昭 （鶉野中町） 8年（九会地区代表 1年）
山本義博 （横尾） 4年（北条地区代表 1年）
山下良雄 （山下中町） 4年（賀茂地区代表 1年）
仲井正人 （山枝町） 3年（富合地区代表 1年）
木村弘文 （福居町） 2年（富田地区代表 1年）
楠田太郎 （佐谷町） 2年（在田地区代表 1年）
渡邊俊彦 （福住西町） 8年
佐々木信行（南町） 4年
本玉佳伴 （荒神山住宅） 4年
高見和則 （戸田井町） 4年
高見　勉 （両月町） 4年
塚前信勝 （中西南町） 4年
三宅芳広 （中野町） 4年
菅野敏彦 （繁昌町） 4年
田中　勤 （上宮木町） 4年

■農会長
氏名（農会名） 在職年数など
玉置清和 （西長町） 4年（賀茂地区代表 2年）

平成 28年農会長会・会長
中村泰仁 （牛居町） 6年（下里地区代表 1年）
永峯敏秀 （山下中町） 4年（賀茂地区代表 1年）
前田秀男 （両月町） 4年（下里地区代表 1年）
大西克美 （繁昌町） 4年（九会地区代表 1年）
山本壯一 （横尾） 3年（北条地区代表 1年）
田先賢三 （鴨谷町） 3年（在田地区代表 1年）
増田昌洋 （畑町 2） 2年（富田地区代表 1年）
杉本正人 （別所町） 2年（在田地区代表 1年）
小西優司 （東野田町） 6年
小松章二 （小谷） 4年
岡田正徳 （東南） 4年
青田一夫 （坂元町 1） 4年
伊賀友紀 （福居町 2） 4年
松本　功 （山下東町） 4年
玉置　弘 （東長町） 4年
山田　篤 （戸田井町） 4年
洞井勝彦 （栄町） 4年
西村　勝 （上宮木町） 4年
高見勝信 （広原町） 4年

　2 月 4 日に健康福祉会館で開催された「区長会・農会長会」で、明るく住みよい地域社会づくりのため、地区代表の区長
や農会長を務められた方、また区長や農会長を 4 年以上務められた方で、退任された方に「市長感謝状」をお贈りしました。

臨時福祉給付金の申請受付は 3月27日から 問合先／福祉企画課☎42-8724　℻43-1801
　　　　fukuki@city.kasai.lg.jp

　平成 26 年 4 月から消費税率が引き上げられたことに
伴い、所得の低い方への影響を緩和するため、「臨時福
祉給付金（経済対策分）」が支給されます。
　対象となる可能性がある方には、3 月下旬に案内文書
を送付します。

■申請方法／申請書に必要事項を記入・押印し、次の書
類を返信用封筒に入れて郵送または窓口で申請。
・対象者全員の本人確認書類（免許証、住基カード、マ
イナンバーカード、旅券、健康保険証など）の写し
・振込口座の通帳またはキャッシュカードの写し
■申請期間・場所（平日 8:30 ～ 17:15）
3 月 27 日（月）～ 5 月 31 日（水）／市役所 1 階特設窓口
6 月 1 日（木）～ 8 月 31 日（木）
市役所 1 階　福祉企画課
※郵送の場合は 8 月 31 日（木）当日消印有効

■対象者／平成 28 年 1 月 1 日時点で加西市に住民登
録があり、平成 28 年度市民税が課税されていない方
※市民税が課税されている方の扶養親族等や生活保護の
受給者、申請前に死亡された方は対象外です。
■支給額／対象者 1 人につき 15,000 円
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王子町 前田秀典
戸田井町 高見昌弘
両月町 2/26 決定予定
大村町 谷　昭裕
尾崎町 石野茂三
段下町 東山幸三
中西南町 井上成之
中西北町 岩崎徹雄
琵琶甲町 井上善一
野条町 蓬莱俊宏
牛居町 岡田　勝
上野田町 西藤好文
東野田町 森本正雄
東笠原町 小谷　保
西笠原町 佐伯文一
三口町 西岡成人
坂本町 小谷弘司
倉谷町 五百蔵卓久
千ノ沢町 山本泰三
新生町 蓬莱誠吾
尾崎団地自治区 高瀬　学
ベルデしもさと自治会 垣田知織

■下里地区

中野町 中村鎮夫
田原町 田居秀雄
網引町 板井利貴
南網引町 岡田宏男
栄町 吉田重喜
桑原田町 井上正三
繁陽町 増田佳紀
繁昌町（連絡員） 後藤倫明
上宮木町（連絡員） 西村雅彦
下宮木村町 筧　一義
下宮木町 九會田要
鶉野上町 後藤茂富
鶉野南町 飯尾哲也
鶉野中町 渕脇英義
繁昌団地自治会 山下次郎

■九会地区

殿原町 丸山康久
鴨谷町 田先賢三
笹倉町 岩井正登
中富町 高橋　求
越水町 長田茂樹
北町 森本俊行
別所町 杉本正人
佐谷町 楠田英伸
上野町 能瀬長人
広原町 高見正明
下芥田町 黒田和也
上芥田町 是常義彦

■在田地区

福吉町 山本裕美
本町 衣笠哲元
南町 黒田義隆
駅前町 小池哲郎
御旅町 岩崎隆光
御幸町 三枝秀樹
笠屋町 織田達広
宮前町 玉木正光
江ノ木町 小川順作
住屋町 後藤　学
栄町 平山雅文
小谷 植田通孝
栗田 内藤正則
横尾 西門道雄
古坂 髙見泰憲
東高室 冨田正勝
西高室 高橋保雄
東南 岡田正弘
西南 森本龍一
黒駒 菅原雅人
曽根自治区 石原　尚
北条第三住宅自治区 中山景寿
古坂 1 丁目自治区 友重隆雄
古坂 2 丁目自治区 井上史朗
古坂 3 丁目自治区 松下善信
北条団地自治区 原田孝志
女鹿山自治区 平田信男
清水団地自治会 藤中　哲
カナダ村自治会 川﨑謙治
荒神山住宅自治区 米田俊介

■北条地区

谷町 宮長博文
西谷東町 石　芳博
西谷西町 谷田　昇
畑町 後藤重己
窪田町 山下　正
吸谷町 柏原直哉
西上野町 岡　一眞
市村町 中右雅昭
坂元町 衣笠清人
福居町 小東清治
谷口町 喜田　敏
吉野町 荒木武彦
芝自治区 増田利一

■富田地区

甲和泉町 杉井博和
乙和泉町 高橋正明
河内町 松尾　認
山田町 志方敏弘
野上町 高見定典
池上町 誉田哉須志
西野々町 鈴木敏一
島町 立花義房
満久町 原田秀信
馬渡谷町 中植修一
大工町 神田　徹
鍛治屋町 繁田俊彦
油谷町 福田和秀
田谷町 内橋義廣
国正町 民輪聡宏
小印南町 常峰徳男
青野町 岡田和哉

■多加野地区

福住東町 本多啓介
福住西町 安田　修
山下西町 中川清彦

■賀茂地区

山下中町 今峰利己
山下東町 奥隅栄明
西横田町 山本　肇
東横田町 甲　俊章
鎮岩町 三船敏由紀
岸呂町 山崎秀一
東長町 藤中春己
西長町 玉置清和
東剣坂町 中谷康孝
西剣坂町 三島孝司
中山町 西本雅彦
大柳町 小林正洋

都染町 多田安洋
別府西町 西面和博
別府中町 別府克己
別府東町 別府　直
常吉町 藤原　堅
朝妻町 大西　信
豊倉町 岩本洋一
玉野町 西脇嘉彦
山枝町 吉田豊次郎
玉丘町 内藤　優
青野原町 浅田剛知

■富合地区

■加西市区長会・会長　　前田秀典（下里地区代表区長）
■加西市区長会・副会長　石　芳博（富田地区代表区長）

　　多田安洋（富合地区代表区長）
　　丸山康久（在田地区代表区長）

■北条地区・代表区長　　菅原雅人
■賀茂地区・代表区長　　中谷康孝
■九会地区・代表区長　　飯尾哲也
■多加野地区・代表区長　内橋義廣
■西在田地区・代表区長　釜田健一

平成29年の区長の皆さん 問合先／ふるさと創造課☎42-8706　℻42-8745
　　　　furuso@city.kasai.lg.jp

前列左から石さん、
前田さん、多田さん、
丸山さん、後列左か
ら菅原さん、中谷さ
ん、飯尾さん、内橋
さん、釜田さん

上若井町 釜田健一
下若井町 上坂英夫
大内町 藤原光浩
下道山町 大西康弘
上道山町 吉田恵三
下万願寺町 小池昭和
上万願寺町 高井誠三

■西在田地区
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北条東 松本　正
北条西 髙橋　暁
小谷 圓井重吉
栗田 原田幸一
横尾 水田正喜
古坂 野田英紀
東高室 中野由廣
西高室 高次　均
東南 豊田弘樹
西南 森本輝正
黒駒 菅原喜義

■北条地区

谷町 宮長芳久
西谷東町 関　公明
畑町第 1 山下寛修
畑町第 2 木下雅之
畑町第 3 難波英樹
畑町第 4 藤田　睦
窪田町 後藤徳男
吸谷町 藤井和幸
西上野町 岡　隆
市村町 川嶋敏彦
坂元町第 1 松井幹雄
坂元町第 2 川嶋孝幸
福居町第 1 美藤正樹
福居町第 2 廣岡竹次郎
福居町第 3 喜田和司
福居町第 4 高瀬景三
谷口町 山野敏幸
吉野町 田中正智

■富田地区

王子町 大道眞一
戸田井町 高見雅彦
両月町 中村尚史
大村町 衣笠和廣
尾崎町 岩本正人
段下町 安田富良
中西南町 伊籘博之
中西北町 岩崎省三
琵琶甲町 村上尚之
野条町 蓬莱辰也
牛居町 前田吉博
上野田町 中川和明
東野田町 本多義文
東笠原町 西脇義通
西笠原町 尾上　健
三口町川北 森井　敏
三口町北浦 森井弘一
三口町上所 後藤初美
坂本町 佐藤弘三
倉谷町 森本隆幸
千ノ沢町 櫻井臣義

■下里地区

中野町 三宅好幸
田原町 河合章央
網引町 中井孝至
南網引町 筧　重文
栄町 河合政則
桑原田町 加門修一
繁陽町 小谷満好
繁昌町 山端　稔
上宮木町 田中修一
下宮木村町 深田貞幸
下宮木町 小嶋敏一
鶉野上町 森川　薫
鶉野南町 市浦義隆
鶉野中町 山崎拓也

■九会地区

甲和泉町 伊藤政信
乙和泉町 水谷保彦
河内町 仁尾　稔
山田町 内山裕之
野上町 高見和治
池上町 大塩雅之
西野々町 阿部夏樹
島町 坂本好弘
満久町 原田耕三
馬渡谷町 北川和正
大工町 神田賢一
鍛治屋町 繁田宜久
油谷町 岡田暢章
田谷町 小川雅規
国正町 前田和徳
小印南町 原田正幸
青野町 繁田洋毅

■多加野地区

上若井町 小篠正彦
下若井町 丸本　守
大内町 増田正幸
下道山町 竹内重美
上道山町 山田一壽
下万願寺町 小池英俊
上万願寺町 大氏一男

■西在田地区

殿原町 原田正明
鴨谷町 田行　智
笹倉町 甘中　勉
中富町 頃安一吉
越水町 別所敏昭
北町 森本俊彰
別所町 杉本和晴
佐谷町 加古正博
上野町 能瀬隆彦
広原町 深山義人
下芥田町 小牧益雄
上芥田町 是常重富

■在田地区

■加西市農会長会・会長　　尾上　健（下里地区代表農会長）
■加西市農会長会・副会長　高次　均（北条地区代表農会長）
■富田地区・代表農会長　　川嶋敏彦
■賀茂地区・代表農会長　　小林大助
■九会地区・代表農会長　　深田貞幸
■富合地区・代表農会長　　藤原良彦
■多加野地区・代表農会長　小川雅規
■西在田地区・代表農会長　山田一壽
■在田地区・代表農会長　　原田正明

福住東町 大﨑昭仁
福住西町 安田敏行
山下西町 小林正己
山下中町 山下秀昭
山下東町 名尾久幸
西横田町 古角尚登
東横田町 甲　寿美
鎮岩町 小谷昌幸
岸呂町 杉本　稔
東長町 長井繁明
西長町 村田秀樹
東剣坂町 中本慎一
西剣坂町 小林孝宣
中山町 松本由郎

■賀茂地区

大柳町 小林大助

都染町 長岡昌文
別府西町 高見正美
別府中町 松末一幸
別府東町 繁田知明
常吉町 藤原良彦
朝妻町 西川利彦

■富合地区

豊倉町 小林幸彦
玉野町 西脇照克
山枝町 山田喜章
玉丘町 井上芳樹
青野原町 藤田孝一

平成29年の農会長の皆さん 問合先／管理共済課☎42-8717　℻43-1802
　　　　kyosai@city.kasai.lg.jp

高次さん 川嶋さん 小林さん尾上さん

深田さん 藤原さん 小川さん 山田さん 原田さん
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町ぐるみ健診を受けてがんなどを早期発見 問合先／健康課（健康福祉会館内）☎42-8723
　　　　℻42-7521　kenko@city.kasai.lg.jp

■スマイル健康相談／健康課では月 2 回程
度（水曜午後、予約制）、健診結果の見方や
健康づくりの相談ができるスマイル健康相談
を行っていますので、ご利用ください。

■特定基本健診で要医療と判定された人数
　（受診者 2,873 人）

検査項目 要医療人数

メタボ
該当者 455人（15.8％）
予備軍 291人（10.1％）

脂質 689人（24.0％）
血圧 472人（16.4％）
肝臓 153人（ 5.3％）
貧血 111人（ 4.2％）
糖尿病 84人（ 2.9％）
腎臓 72人（ 2.5％）

■検診別の受診者と要精密検査人数
検診項目 受診者数 要精密検査人数
前立腺がん 710人 46人（ 6.5％）
大腸がん 2,225人 122人（ 5.5％）
胃がん 1,081人 28人（ 2.6％）
子宮頸がん 732人 10人（ 1.4％）
胸部 2,415人 22人（ 0.9％）

　平成 28 年度の町ぐるみ健診は 13 日間実施し、がん検診と特定基本
健診で 3,502 人の受診がありました。要医療や要精密検査と判定され、
医療機関を受診されていない方は早めに受診しましょう。

■平成 29 年度の町ぐるみ健診申込書を配布／一度に多くの種類の健
診が受診でき、20 歳からと若い世代から受診できるものもあります。
土日健診では託児もあります。広報かさい 3 月号と共に配布の申込
書で、申し込んでください。

■がん検診／がんは、早期では無症状の場合が多いため、健康だから
大丈夫と感じている方も年 1 回は検診を受けましょう。平成 27 年度
検診でのがん発見は 8 人。がん以外の病気の発見もありました。

■胃がんリスク（ABC 検診）／血液検査で「ピロリ菌感染（ヘリコ
バクター・ピロリ抗体検査）」と「胃粘膜の萎縮度（ペプシノゲン検査）」
を調べ、胃がんの危険度を判定します。胃の病気や胃がんの早期発見
につなげる検診です。詳しくは町ぐるみ健診申込書をご覧ください。

■特定基本健診／受診者の 25.9%（対前年度比 2％増）が、メタボ
リックシンドローム（腹囲が基準値より大きく、脂質異常や高血糖、
血圧高値などの項目が重なっている）の該当者、または予備軍と判定
されています。腹囲が基準値（男 85 センチ、女 90 センチ）を超え
ると、内臓型肥満となる場合が多く、脂質異常症や高血圧性疾患など
の生活習慣病のリスクが高まります。検査結果を見直し、肥満の原因
となる食べすぎや運動不足などの生活習慣の乱れがないか見直してみ
ましょう。また、毎年健診を受けて検査結果の変化も確認しましょう。

消費者トラブルについて学びましょう 問合先／ふるさと創造課☎42-8706
　　　　℻42-8745　furuso@city.kasai.lg.jp

　オレオレ詐欺、振り込め詐欺、インターネット詐欺など、被害がなくならないのはどう
してでしょう？「自分は絶対にだまされない」と思っていても、被害に遭って初めてだま
されたことに気づくのです。消費者トラブルは、その手口を知っているだけで防げること
がたくさんあります。まずは、知ることからはじめましょう。

消費者フェア「まずは消費者トラブルについて知ろう！」
■開催日／ 3 月 25 日（土）　　■場所／健康福祉会館　　■入場／無料
■時間・内容
10:00 ～ 12:00　相談ブース「不安なときは相談しよう！」
10:30 ～ 12:00　悪質商法など様々な詐欺の対策を楽しく学ぶ
13:30 ～ 15:00　TV「行列ができる法律相談所」出演中の菊地幸夫弁護士にまなぶ「消費者問題の実態」
11:00 ～ 11:30　善防こども園の園児が未然奉行に扮してイオン加西北条店で啓発

菊地幸夫
弁護士

消費者問題啓発講座「落語に出てくるだまされ噺」
　消費者トラブルについて、落語を交えながら、おもしろく、わかりやすく、お話しします。
■日時／ 3 月 16 日（木）13:30 ～　　■場所／アスティアかさい 3 階多目的ホール
■講師／落語家・桂阿か枝さん　※五代目桂分枝さんの最後の弟子
■定員／当日先着 94 人　　■受講料／無料 桂阿か枝さん
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　 昨 年 11 月
から加西病院
の医療に関す
る事柄を知っ
て い た だ き、
安心して来院
していただく
ことを目的に

「加西病院出前
講座」を実施しています。医師、看護師、薬剤師、医療
技術職員などが地域に伺い、希望される医療に関する事
や加西病院に関する事をお話しします。
　今回新たに病院ホームページに、市民向けと医療機関
･ 介護施設事業者向けの講座一覧を掲載しました。現在、
市民向け講座は 36 講座、医療機関 ･ 介護施設事業者向
け講座は 15 講座を用意しています。
　順次、最新の情報なども入れて講座内容を充実させて
いきます。ぜひ、健康づくりのお手伝いとしてご利用く
ださい。

■講座内容（市民向け）
①がんとお薬について
②退院後の生活はどうするの？
③在宅看取りについて
④もし ｢がん｣ と言われたら
⑤一次救命処置：演習型

加西病院のコーナー　           													ホームページ http://www.hospital.kasai.hyogo.jp

加西病院出前講座 ⑥クイズに学ぶ感染予防
⑦知っておきたい糖尿病の食事療法の知識
⑧感染しないための３つの基本
⑨母乳で育てる腸内環境と強い子　など 36 講座
■開催場所
市内の会場を用意してください。※病院の講義室が空い
ていれば、利用することもできます。
■対象／市民または市内に勤務する方で構成する団体な
ど（自治会、老人会、PTA、市内企業、10 人以上のグ
ループなど）
■受講料／無料（医療施設や介護施設などが職員の技能
向上の一環として希望する場合は有料）
※会場費用は、希望される団体での負担となります（病
院の講義室は無料）。
■申込方法／電話または出前講座依頼書（ホームページ）
に必要事項を記入の上、FAX で申し込んでください。
■申込・問合先／加西病院地域医療室☎ 42-2200（代）
　　　　　　　　℻ 42-5365

● 1 泊 2 日人間ドックの宿泊先が 5 月下旬から変更
　1 泊 2 日人間ドックの宿泊については、「いこいの村
はりま」を利用していただいていましたが、5 月下旬か
らの耐震補強工事により、平成 30 年 3 月末（予定）ま
で同施設が利用できません。これを機会に平成 29 年度
は新たに市内 3 施設と契約します。4 月以降に 1 泊 2
日人間ドックを受ける方は、３施設を選択できるように
なります。引き続き、加西病院の人間ドックをご利用い
ただきますようお願いします。

広報かさい　2017.3月号

加西病院職員を募集 問合先／加西病院総務課☎42-2200

■募集職種
職種 採用予定人数 受験資格

臨床工学技士 若干名

昭和 57年 4月 2日以降に生まれた人で､ 臨床検査技師及び臨床工学技士の両免許を有
する人､ または平成 29年国家試験において両免許を取得見込みの人。もしくは、昭和
57年 4月 2日以降に生まれた人で､ 臨床工学技士の免許を有する人､ または平成 29年
国家試験において同免許を取得見込みの人。

■受験申込・試験日程

受験申込
提出書類

加西病院所定の受験申込書、最終学校（該当免許取得に必要な学校）の卒業証明書または卒業
見込証明書、最終学校（該当免許取得に必要な学校）の成績証明書、該当免許証の写し
※詳細は募集要項をご覧ください。

受付期間 3月9日（木）まで　土日除く8:30～17:15　持参または郵送（必着）により申し込んでください。
申込先 〒 675-2393（住所表記不要）加西病院総務課（病院東館 2階）

試験日程・種目 3 月 12日（日）　専門試験、面接試験

※募集要項や受験申込書は、加西病院ホームページからダウンロードできます（加西病院でも配布しています）。

市民向けに行った出前講座
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加西市のことなら 子育て、定住支援情報
子育て・定住
支援情報サイト

遊ぶ・見る・食べるな
どの観光情報が満載

加西市のホームページをご覧くだ
さい。スマートフォンにも対応

かさい観光NAVI かさい子育て NAVI
子育てイベントや子育
ての悩みを解決

タ
ウ
ン
ト
ピ
ッ
ク
ス

　富合小学校の児童 21 人が、鬼とおかめの飾り巻き
寿司作りに挑戦しました。
　児童は、辰巳温美さん（飾り巻き寿司マスターイン
ストラクター）の指導のもと、卵焼きやチーズ、かま
ぼこなどを具材に、鬼の目・口・角等を表現。岩崎瑞
生さん（6 年）は、「巻くのが難しかったけれど、切っ
た時にかわいい鬼ができて感動した」と話しました。

▲生きる力の育成を目的に行う「第 7回桃子野ふれあい教室」。

飾り巻き寿司作りに挑戦1/28

　防災意識を高めようと、加西市女性団体連絡会主催
の「消防署一日体験」が、北はりま消防組合加西消防
署で行われました。
　親子連れら約 90 人は、同消防署員から応急手当方
法の指導を受けたほか、レスキューや放水にも挑戦。
また、連合婦人会による豚汁の炊き出しなどもありま
した。

▲消防署員の指導のもと、レスキュー体験をする参加者。

消防署員とレスキューや放水体験1/29

　加西市で 142 番目の自治会として、「ベルデしもさ
と自治会」が発足し、加西市初の女性区長・垣田知織
さんが選出。垣田さんは「それぞれのまちの取り組み
を見習い、動きのある自治会になるようにしたい」と
話され、初参加の区長会総会では拍手に包まれました。
　ベルデしもさとは旧下里小学校跡地が団地として開
発され、25 世帯で発足しました。

▲「地域のために頑張りたい」と抱負を語る垣田さん。

「ベルデしもさと自治会」発足1/15

　定住促進施策「若者主役計画」の一環として、北条
高校で公開講座を行い、約 170 人の参加がありました。
　「つながる」をテーマに、同校卒の山田悦子さん（一
級建築士）と野老朝雄さん（アーティスト、2020 年
東京五輪・パラリンピックエンブレムデザイン）、鳴
川肇さん（デザイナー、慶応義塾大准教授）が、それ
ぞれの作品を紹介し、仕事への思いを語られました。

▲デザインへの思いを語る野老さん（右）と山田さん。

東京五輪エンブレム制作・野老さん来市1/30
と こ ろ
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播磨国風土記の里 加西 テレビで緊急情報「まちナビ」 災害に備えて「かさい防災ネット」
サンテレビ
のデータ放
送で緊急情
報などを発
信

災害時に避難勧告などの防
災情報をメールで自動配信

事業の取り組
み等を紹介

ま
ち
の
出
来
事

　賀茂小学校の 3 年生 21 人が、炭火アイロンや石臼
などの古い道具を使った「昔の暮らし」を体験しました。
　NPO 法人まちづくり北条の会員に道具の使い方を
教わった児童は、実際に手にとって体験。「教科書で
見るだけとは違い、使い方がわかり頭に残った。現在
の道具はとても使いやすくて便利になっている」と暮
らしの変化を学びました。

▲石臼で大豆をつぶしてきな粉を作る児童。

人々の暮らしの変化を体験2/8

　アスティアかさいで、2 本のロープを使って技を交
えながら跳ぶ「ダブルダッチ教室」を開催し、11 人
の参加がありました。
　参加者は、県ダブルダッチ協会理事長の浅田武成さ
ん（加西市出身）や国際大会出場経験者から、縄に入
るタイミングや跳び方を教わりました。教室は全 5 回
で、究極のスピードとテクニックを磨いていきます。

▲リズムをとりながら 2本のロープを跳ぶ参加者。

ダブルダッチに挑戦2/10

■男子チーム（43 チームが出場）
順位／ 23 位（2 部 8 位）タイム／ 2 時間 17 分 21 秒
1 区　岡田明應 （愛知陸協・青野町）
2 区　田邊卓也 （順天堂大・佐谷町）
3 区　吉田凜大朗（北条中・北条町古坂）　
4 区　松尾凌和 （西脇工高・北条町東高室）
5 区　竹内翔太郎（北条高・北条町古坂）
6 区　山下眞晴 （北条中・北条町東高室）　
7 区　廣田雄希 （東海大・河内町）　2 部区間賞

▲加西市チームの皆さん。

廣田・西村選手が区間賞「郡市区対抗駅伝」2/5

■女子チーム（42 チームが出場）
順位／ 21 位（3 部 3 位）タイム／ 1 時間 21 分 10 秒
1 区　東郷さゆり（上智大・常吉町）
2 区　西村真咲 （小野高・別府町）　3 部区間賞
3 区　松井陽南 （北条中・北条町古坂）
4 区　井上陽菜子（泉中・田谷町）
5 区　井川夏実 （北条高・鴨谷町）

問合先／文化・観光・スポーツ課☎ 42-8773
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　ひまわりルームの「ひよっこタイム」「わくわくタイム」は、保育所（園）
や幼稚園に就園していない幼児が初めて経験する集団遊びの場です。
　いろいろなおもちゃを利用して親子や友達と遊ぶほか、保育士による歌や手
遊び、絵本の読み聞かせ、パネルシアターなどのお楽しみ時間があり、遊びな
がら社会性を身につけることができます。また、子育てに関する不安や悩みも
気軽に相談員に相談できます。親子で遊んで育児の不安を解消しましょう。

ひよっこタイム わくわくタイム
対象 市内在住で 1歳以上の未就園の幼児とその保護者 市内在住で 3歳以上の未就園の幼児とその保護者

開催日・定員 月・水曜日　いずれも親子 45組（計 90組） 金曜日　親子 20組

利用方法 いずれかの曜日に登録し週1回利用（10:00～11:30） 登録し週 1回利用（9:15 ～ 10:30）

開設場所 健康福祉会館第 2棟 2階　ひまわりルーム（児童療育室）☎ 42-6704

申込開始日
申込方法

4 月 4日（火）から受付を開始します（先着順）。
電話・FAXまたは開設場所に来室し、登録してください。

その他 ※ 4月 14日（金）から開設。費用は無料。生後 3カ月未満の乳児の来室はできません。
※「ひよっこタイム」と「わくわくタイム」両方の登録はできません。

※ひまわりルームの子育て支援事業は、加西市から NPO 法人まーぶるキッズに委託し実施しています。

「登録制ひろば」の参加親子を募集

場所 ぜんぼうキッズ（善防公民館内）☎＆℻ 48-3404　　ほくぶキッズ（オークタウン加西内）☎＆℻ 44-0719
対象 市内在住で 0歳から就園前の乳幼児とその保護者

活動日
月 2回、次の①②のいずれかで登録してください。活動時間は 10:00 ～ 11:30、費用無料
①第 1・3週の火曜日から金曜日のいずれかの曜日
②第 2・4週の火曜日から金曜日のいずれかの曜日（ただし、木曜日は平成 28年 4月以降生まれ）

定員 各曜日グループ 15組

内容 歌、手遊び、親子体操、おもちゃ作り、季節遊び（行事）、遠足、子育て講座など

申込 4 月 7日（金）までに各キッズへ電話・FAXまたは来館して登録してください。

※ほくぶキッズの登録制ひろばの活動期間は、10 月からオークタウン加西改修工事のため、9 月までとなります。

問合先／こども未来課☎42-8726　℻42-8731
　　　　kodomo@city.kasai.lg.jp

ひまわりルーム

ぜんぼうキッズ・ほくぶキッズ
　ぜんぼうキッズとほくぶキッズには「登録制ひろば」があります。0 歳から保育所（園）や
幼稚園に入るまでの乳幼児が集う、親子・家族・地域のふれあいの場です。
　親子遊びやお友だちとの体験遊びを通して、交流の輪を広げ、仲間とともに子育てを楽しみ
ましょう。子育ての相談も受け付けしています。

ねひめ・ぜんぼう・ほくぶキッズの開園時間を拡大
　平成 29 年 4 月から「いつでも誰でも自由に遊べるひろば」を拡充するため、ひろばの開園
時間を 9 時から 16 時までとします。開園時間を長くして皆さんをお迎えします。登録、利用
料は必要ありません。お気軽にお越しください。
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講座・イベント

こころの健康づくりセミナー
3 月は自殺対策強化月間です。全国
で自殺により多くの尊い命が失われ
ており、加西市も例外ではありませ
ん。自殺やうつ病に対する理解を深
め、各自がこころの健康に関心を持
つこと、人と人のつながりを広げて
いく地域づくりを推進することが自
殺予防につながります。誰かを気づ
かい、誰かの声に耳を傾ける「ゲー
トキーパー」という生き方を学んで
みませんか。
日時：3/6（月）13:30 ～ 15:00
場所：健康福祉会館 2 階研修室
講師：竹田伸子さん（大阪彩都心理
センター代表、臨床心理士）
参加費：無料
問合先：福祉企画課☎ 42-8724

横尾歴史街道みてあるき
期間：3/26（日）～ 4/2（日）
10:00 ～ 15:00
場所：横尾歴史街道
内容：北条保育園児のおひなさま作
品、北条小児童の絵画などを展示。
水田家（大正 11 年建築）を公開。
手まり、おひなさま飾り、軽食・喫
茶（水田家）、お茶席・喫茶・パッ
チワーク展（井上家）。
● 3 月 26 日限りのお楽しみ
日時：3/26（日）11:00 ～
内容：マジックショー、南京玉すだ
れ、オカリナ演奏、髙井家公開（嘉
永 4 年 建 築）、 お そ ば（ゆ か い な
麺々）、フリーマーケット

問合先：横尾歴史街道つどいの会
（水田）☎ 42-0057
※一緒に盛り上げてくれる方募集中

第 40 回　町親善
 ソフトボール大会参加募集

日時：4/23（日）8:30 ～
※雨天の場合 4/30（日）
場所：アラジンスタジアム（開会式）他
参加資格：1 町 1 チーム（20 人以
内）、市内在住者に限る、学生不可
参加費：1 チーム 7,000 円
募集期間：4/3（月）まで ※必着
申込：申込書と参加費を加西市体育
協会事務局へ
申込先：〒 679-0107　加西市玉野
町 1124　同事務局☎ 47-1420

加西風土記の里ウォーク
■小谷城跡と「北条の宿」散策コース
日時：3/28（火）10:40 ～ 約 6km
※雨天中止。申込不要。
集合場所：北条町駅
参加費：無料　※昼食持参
主催：神鉄コミュニケーションズ、
観光まちづくり協会
問合先：観光まちづくり協会
☎ 42-8715

五百羅漢石仏作品展
「石彫り体験」の一般参加者 10 人
と北条東小 6 年生 9 人が制作した
ミニ石仏を展示します。
期間：3/1（水）～ 13（月）
9:00 ～ 17:00
場所：羅漢寺境内ギャラリー
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8715

第 9 回西国街道北条の宿
 “想い出のひな飾り展”

県歴史的景観形成地区の北条のまち
なみで、各家庭で 20 ～ 60 年間保
管されてきたひな飾りを展示。
期間：4/2（日）まで
※時間は 10:00 ～ 16:00
場所：北条の宿界隈（12 家族 1 施設）
主催：NPO 法人まちづくり北条
問合先：観光案内所☎ 42-8823

かさい♥しあわせ♥交流会（第 7 回）

■「家で暮らすために ･･･ 今私たち
ができること」
～加西市☆認知症しあわせ計画～
超高齢社会となり、私たちを取り巻
く状況や環境も大きく変化していま
す。人生のさいごまで、どう暮らす
か。みんなで共有しながら、一緒に
考えてみませんか。
日時：3/7（火）15:00 ～ 17:00
場所：市役所 1 階多目的ホール
ゲスト：山口美保さん（加東健康福
祉事務所  認知症ケア専門士）
対象：加西市でしあわせにくらした
い方、地域住民・専門職・行政職
※お好きな飲み物を持参ください。
企画・協働：居宅介護支援事業所エ
ンゼルみわちゃん
問合先：福祉企画課☎ 42-8724

みんなの福祉フェスタ 2017
「障がいのある人もない人も誰もが暮らしや
すいまちに」をテーマに、市内の障害福祉事
業所や特別支援学校の紹介、バザーなどを行
います。また、「みんなの大切な思いを一つ
にする」そんなメッセージを発信できるよう、
来場者が参加できるイベントを企画していま
す。障がいについて知り、誰もが暮らしやす
いまちについて考えてみませんか。

日時：3/12（日）10:00 ～ 15:30
場所：アスティアかさい 3 階地域交流センター
内容：市内の障害福祉事業所や特別支援学校の紹介やバザー・作品展、ス
　　　テージパフォーマンス、楽しく学ぶ防災ワークショップ、盲導犬の
　　　デモンストレーション、アロマセラピー、メイクショー、フェスタ
　　　限定のパン屋さん、討論会など
問合先：みんなの福祉フェスタ実行委員会（事務局・やすらぎ）☎ 42-6708
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テーマ：地域を編集する仕事
ゲスト：藤原明文さん（㈱インサイトラボ代表・TURNS アドバイザー）
日時：3/30（木）ゲストトーク 18:30 ～ 20:30  交流会 20:30 ～ 21:30
場所：えぇもん王国（北条町横尾 473-1）　募集期間：3/27（月）まで
参加費：ゲストトークは無料。交流会は 1,000 円（軽食有）。
申込先：観光まちづくり協会☎ 42-8715　kanko@city.kasai.lg.jp

第11回加西まち活ゆめ広場
市民が主体的に活動し、まちづくりに参加するまち。加西
がそんな魅力的なまちになるため、市民が学び、交流する
場です。自分でもできるまちとの関わり方を考えてみませ
んか。

藤原さん

日時：3/25（土）10:00 ～ 12:00　※申込不要　　会費：無料
場所：まちライブラリー＠網引ステーション前倉庫（網引駅前）
持ち物：テーマに沿った本を 1 冊（できれば、まちライブラリーに寄贈）
問合先：観光まちづくり協会☎ 42-8715

第4回加西まちライブラリー交流会「夢（元気をくれた本）」
加西まちライブラリーのひとつ「まちライブラリー＠網引ステーション」で、
あなたを元気にしてくれた本を持参して、みんなと夢を語り合いましょう。

要約筆記者啓発講座
要約筆記とは、中途失聴者や難聴者
の社会参加のために話の内容をその
場で文字にして伝える方法です。講
座では、中途失聴者や難聴者問題に
関する講義や手書きによる要約筆記
の基本的な技術を学びます。
日時：4/15 ～ 12/16 の毎週土曜日
13:30 ～ 16:30　全 30 回
※ 4/29、5/6、8/12、9/2、9/16、
9/23 を除く
場所：コミュニティセンターおの　
201 号室
対象：市内在住・在勤で 18 歳以上
の方。全日程の 8 割以上受講でき、
統一試験合格後、居住する市町で要
約筆記者として活動できる方。
定員：20 人（催行最低人数に達し
ない場合は中止します）
受講料：無料　※テキスト代 4,400
円と資料・材料費 600 円別途必要
申込：申込書を FAX または持参
募集期間：3/21（火）まで
主催：北播磨意思疎通支援協会
申込先：地域福祉課☎ 42-8725
℻43-1801

北播磨障害者（児）地域
 自立支援協議会講演会

■世界に羽ばたくバタフライマダム
リオパラリンピックに卓球で出場し
た別所キミエさんをお招きし、ご自身
の体験談をお話しいただきます。詳し
くは市ホームページをご覧ください。
日時：3/18（土）14:30 ～
受付 14:15 ～
※手話通訳、要約筆記あり。
場所：加東市滝野文化会館
講師：別所キミエさん（リオパラリ
ンピック日本代表）
定員：当日先着 300 人
参加費：無料
問合先：北播磨障害者（児）地域自
立支援協議会事務局
☎ 0794-63-1011

社納税協会「簿記教室」
日時：6/7 ～ 7/12 の毎週水曜日
13:30 ～ 15:30　※全 6 回
場所：社納税協会 2 階会議室
講師：税理士
定員：先着 24 人
受講料：2,000 円（テキスト代含む）
※同協会の会員は無料
申込先：社納税協会
☎ 0795-42-0360  ℻ 0795-42-4449

点字講習会
点字の知識と技術を学び、点訳ボラ
ンティアとして活動してみませんか。
日時：3/27（月）～ 31（金）
13:30 ～ 15:00　受付 13:00
※全 5 回
場所：健康福祉会館ふれあいの間 1
対象：中学生以上
定員：先着 10 人
参加費：無料
主催：加西点字教室
申込先：ボランティア・市民活動セ
ンター☎ 43-8133　℻ 42-6655

朗読ボランティア入門講座
基礎から正しい発声方法、アクセン
ト、朗読などを学び、「広報かさい」
や「新聞記事」を CD に録音して、
視覚障がいの方に送ります。
日 時：3/30、4/6、13、20、27、
5/11 毎回木曜日 13:00 ～ 15:00
受付 12:30　※全 6 回
場所：アスティアかさい 3 階集会室
対象：朗読ボランティアに関心があ
り、毎月第 1・2・3 木曜日に活動
していただける方
参加費：2,000 円
募集期間：3/23（木）まで
※ 5 人未満の場合は開講しません。
主催：朗読ボランティア「かしの実
グループ」
申込先：加西市社会福祉協議会
☎ 43-8133　℻ 42-6655

児童合唱団さるびあっ子
 第35回  定期演奏会

日時：3/18（土）14:00 ～
場所：アスティアかさい 3 階多目
的ホール
賛助出演：齊藤すず実さん（ヴァイ
オリン演奏）
問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706
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はりまブランド伝道師養成
 講座 in 加西

播磨の歴史文化、酒文化などを学
び、「はりまブランド伝道師」とし
て認定します。日本酒の試飲も行い
ますので、会場へは公共交通機関を
ご利用ください。
日時：3/25（土）13:30 ～ 15:00
場所：市民会館コミュニティセン
ター 3 階小ホール
定員：130 人（多数の場合抽選）
参加費：無料
募集期間：3/15（水）まで
主催：播磨広域連携協議会
申込先：神戸新聞事業社姫路支店

（平日 10:00 ～ 17:00）
☎ 079-285-2701

ひめじ帰農塾（きのうじゅく） 
 講義部門研修生募集

野菜・果樹・花苗栽培に必要な基礎
知識やより高度な知識が学べます。
■初心者コース
日時：5/7 ～ 12/3 の毎月第 1 日曜
日 10:00 ～ 12:00　全 8 回
対象：農業を始めたい、始めて間も
ない方
■経験者コース
日時：5/2 ～ 12/5 の毎月第 1 火曜
日 13:30 ～ 15:00　全 8 回
対象：農業経験者で、さらに知識を
深めたい方

場所：姫路市農業振興センター
定員：各コース 60 人※複数のコー
スを受講可。多数の場合は選考によ
り決定します（4 月中旬までに通知）。
受講料：各コース 3,000 円
申込：申込用紙（ハガキ可）に、コー
ス・住所・氏名・年齢・電話番号・
耕作農地の有無と面積・栽培作物・
応募動機を記入し、郵送または持参
※複数のコースを希望の方は、志望
順位も記入してください。
募集期間：3/17（金）必着
申込先：〒 679-2111　姫路市山田
町多田 1174-47　姫路市農業振興
センター☎ 079-263-2220

市民会館からのお知らせ
■かさいカルチャークラブ前期講座

（4 ～ 7 月）～受講生募集中～
講座：村上貴美子先生の健康料理教
室、親子で♡はぐはぐ、美感エクササ
イズ、初心者クラシックギター教室、トー
ルペイント、ハッピーウクレレ、小野六
花の美文字、キッズダンス、ジャズダン
ス、ロシア派バレエ、バランスボール、
イスヨガ、体幹深層トレーニング、伝
統太極拳、ハワイアンフラ、ピラティス
● 1day 講座
日程・内容：4/5（水）伝統和紙：
杉原紙で作る小物たち、4/24（月）
パティシエが教えるスィーツ講座、
4/30（日）菓遊館の和菓子教室
■トーク＆コンサートちさ子の部屋
音楽とおしゃべりの両方を楽しめる
欲張りなコンサートをお届けします。
日時：6/17（土）15:30 ～
※時間は変更になる場合があります。
出演：高嶋ちさ子さん、今野均さ
ん（ヴァイオリン）、榎戸崇浩さん

（ヴィオラ）、江口心一さん（チェ
ロ）、伊賀拓郎さん（ピアノ）
スペシャルゲスト：岸谷香さん
料金：4,800 円（全席指定）
※未就学児は入場できません。
チケット発売日（予定）：3/11（土）
場所・問合先：市民会館☎ 43-0160

「いこいの村はりま」　5月下旬から休館
「いこいの村はりま」耐震工事並びに設備・内装等の改修工事に伴い、全面休
館します。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。休館中
は、他のひょうご憩の宿（赤穂・たんば・六甲・津名）をぜひご利用ください。
休館期間：平成 29 年 5 月下旬から 30 年 3 月下旬
問合先：いこいの村はりま☎ 44-1750
　　　　一般財団法人ひょうご憩の宿☎ 078-381-5250

第 5 回鐵心書道展
日時：3/27（月）～ 30（木）
9:00 ～ 17:00 ※ 27 日は 13:00 ～
17:00。30 日は 16:00 まで。
場所：アスティアかさい 3 階交流プラザ
問合先：書道研究  鐵心会

（三宅羅山代表）☎ 49-0331

スポーツ大会の結果
■グラウンド・ゴルフねひめ杯

（1/22、いこいの村）
1 位 山端正義　2 位 栗山信男
■グラウンド・ゴルフすぱーく加西
杯（1/28、すぱーく加西）
1 位 栗山信男　2 位 坪木貞子
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773

コツがわかる！  明日から
 作りたくなるキャラ弁講座

■キラキラした女性になるために
日時：3/19（日）10:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3 階キッ
チン室
講師：樽家智子さん

（BENTO artist）
対象：女性
定員：先着 8 人
参加費：300 円（材料代）
持ち物：エプロン、三角巾
募集期間：3/15（水）まで
申込先：ふるさと創造課☎ 42-8706

ふるさと加西フォトコンテスト
平成 28 年 10 月から 29 年 1 月ま
でに撮影されたふるさと加西の残し
たい風景を切り取った写真展を開催
します。皆さまの投票によって上位
作品を決定します。
期間：3/2（木）～ 9（木）
9:00 ～ 17:00
場所：アスティアかさい 3 階交流
プラザ
問合先：観光まちづくり協会
☎ 42-8715
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■ねひめキッズからのお知らせ
●「ハンドトリートメント講座」と「すくすくひろば
＋かんがるーひろば」
マッサージのコツを教わり、家族でリフレッシュ。ま
た、子どもの身体測定やお話をしましょう。
日時：3/21（火）10:30 ～ 12:00
※講座は 11:00 から 30 分程度
問合先（場所）：ねひめキッズ☎ 42-5710

■ぜんぼうキッズからのお知らせ
●ぜんぼうキッズにみんなあつまれ！
ペープサート・絵本の読み聞かせ（ゆ
うゆう）やハンドベル演奏（みつばち
マザーズ）、ふれあい遊びを楽しみま
しょう。
日時：3/15（水）10:00 ～ 11:00
持ち物：座布団、ひざ掛け
●キッズ☆ベビーダンス
日時：3/22（水）10:00 ～ 11:00
講師：吉田志都佳さん（ベビーダンス認
定インストラクター）
定員：親子 30 組
持ち物：タオル、飲み物、上靴、靴袋
問合先（場所）：ぜんぼうキッズ（善防公民館）
☎＆℻ 48-3404

■ほくぶキッズからのお知らせ
●親子体操「ママと一緒に 1・2・3 ！」
日時：3/8（水）10:00 ～ 11:00
講師：東郷安子さん（運動指導員）
●なかよしフェスティバル
日時：3/16（木）10:00 ～ 11:00
内容：mama ねひめによる人形劇とトーンチャイム
問合先（場所）：ほくぶキッズ（オークタウン加西）
☎＆℻ 44-0719

わくわく子育て情報

期限内納付にご協力を
平成 28 年度国民健康保険税 9 期の
納期限は 3 月 31 日（金）です。
問合先：税務課☎ 42-8712

くらし 加西市消防団にご協力を
加西市は、複数の従業員が消防団員
の事業所や消防団に訓練場所を提供
しているなど、加西市消防団に積極
的に協力している事業所に対して、
消防団協力事業所表示証を交付して
います。地域での社会貢献を広く広
報するとともに、地域住民や他の事
業所からの理解を一層深め、消防団
員の入団促進を図るための制度で
す。2 月 1 日にブリヂストンフロー
テック株式会社（兵庫工場）を認定
し、11 事業所が登録されました。
認定基準：消防関係法令等の違反が
なく、次のいずれかに該当すること
①複数の従業員等が消防団に入団
②従業員等の消防団活動について積
極的に配慮　③災害時等に資機材等
を消防団に提供するなどの協力
④その他消防団活動に協力し、地域
の消防防災体制の充実強化に寄与
問合先：危機管理課☎ 42-8751

登記申請手続きに関する質
 問等の窓口名の変更

神戸地方法務局は 4 月 3 日から、登
記申請手続きに関する質問等の窓口
名を「登記相談」から「登記手続案内」
に変更します。登記手続案内を希望
される方は、事前予約をしてくださ
い。詳しくは、神戸地方法務局ホー
ムページをご覧ください。
問合先：神戸地方法務局社支局
☎ 0795-42-0201

地域交流センター交流プラザ
 の照明が明るくなりました

交流プラザ（アスティアかさい 3 階）
の照明を LED 化し、ホール全体が
明るくなりました。憩いの場や学
生・若者が集える場、図書館やお買
いもののついでの一息の場として、
ぜひお立ち寄りください。
開館時間：9:00 ～ 22:00
休館日：年末年始、館内特別清掃日
問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706

嶺厚会結成15周年記念
 大正琴演奏会

日時：3/26（日）13:30 ～
開場 13:00
場所：健康福祉会館大会議室
内容：「見上げてごらん夜の星を」
など 18 曲
賛助出演：播州加西あばれ太鼓愛好
会、加西児童合唱団さるびあっ子、
グリーンベルコーラス
入場：無料
問合先：嶺厚会（前田）☎ 42-0980

特別公開講座「ふるさと
 加西再発見講座」

■『元禄忠臣蔵の忠義』～温故知新～
愛するわが町を歴史から学ぶ
赤穂義士ゆかりの地である加西の歴
史を学びます。
日時：3/18（土）10:00 ～ 11:30
場所：市民会館 3 階小ホール
講師：森田充代さん（古典文学講師）
定員：先着 100 人
受講料：300 円
募集期間：3/17（金）まで
申込先：中央公民館☎ 42-2151
℻ 42-1453
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相談急増 !!  電話勧誘による光回線サービスの乗り換えは慎重に !!
【事例】大手電話会社を名乗り「光回線のお得なサービスの案
内です」と電話がかかってきた。長年契約している会社なの
で電話を聞いた。料金が安くなると聞き、担当者が言うとお
りにインターネットで手続きをした。しかし、後日届いた登
録完了通知書を見て、これまで使っていた大手電話会社とは
別会社と契約したことが分かった。解約したい。

問合先：加西市消費生活相談窓口（月火木金 9:00 ～ 16:30 ※祝日除く）
　　　　☎ 42-8739、東播磨消費生活センター（平日 9:00 ～ 12:00、　
　　　　13:00 ～ 16:30）☎ 079-424-0999、消費者ホットライン（平日
　　　　9:00 ～ 17:00、土日祝 10:00 ～ 16:00）☎局番なし 188 番
※消費者ホットラインは、一部の PHS、IP 電話、プリペイド式携帯電話
からは利用できません。

【解説】消費生活相談窓口では、光回線サービスの相談が増えています。
光回線やプロバイダを変更すれば料金が安くなると言われ、手続きを進め
た結果、契約書や請求書などを見てはじめて別会社との契約をしているこ
とが分かったというトラブルが増えています。
　昨年 5 月 21 日から法律の改正により、電話通信サービスには初期契約
解除制度が適用され、契約書面の受領日から 8 日間は解約できます（対
象外もあり）。ただし、工事費や事務手数料、さらに一緒に購入した端末
などの費用も事業者が請求できることとなっています。
　「安くなる」と勧誘されても、契約中の回線業者などへの違約金や、オ
プションサービス等により安くならない場合もあります。すぐに契約せず、
勧誘先の会社を必ず確認し、しっかりと内容を確認しましょう。

17

加西市定例教育委員会
どなたでも傍聴できます。
日時：3/28（火）14:00 ～
場所：市役所 1 階多目的ホール
問合先：教育総務課☎ 42-8770

業務改善助成金の対象が
 広がりました

生産性向上のための設備投資などを
行って、事業場内の最低賃金を一定
額以上引き上げた場合、その費用の
一部を助成する「業務改善助成金（中
小企業向け最低賃金引上げ支援）」
の対象が広がりました。詳しくは、
特 設 サ イ ト（http://www.mhlw.
go.jp/gyomukaizen/）でご確認く
ださい。
問合先：兵庫県最低賃金総合相談支
援センター☎ 0120-340-580

高齢者に関するアンケート
 にご協力を

高齢者福祉の一層の充実と介護保険
制度の円滑な実施に向けて、皆さま
のご意見やご要望を伺いたく、高齢
者福祉計画と介護保険事業計画の見
直しに伴うアンケート（標本調査）を
実施します。ご協力をお願いします。
発送時期：3 月前半に郵送
対象者：65 歳以上の方などから無
作為抽出で 3000 人
問合先：長寿介護課☎ 42-8788

家畜の飼育状況を報告して
 ください

家畜伝染病予防法により、家畜（牛、
鹿、ヤギ、馬、イノシシ、ニワト
リ、アヒルなど）の飼養者は、毎年
2 月 1 日時点の家畜の頭羽数、家畜
の衛生管理の状況を県に報告するこ
とが義務づけられています。詳しく
はお問い合わせください。
問合先：姫路家畜保健衛生所
☎ 079-240-7085

女性起業家座談会
■「先輩起業家の話を聞こう！～夢
をカタチにするには？～」
起業への第一歩を踏み出すための
きっかけやネットワークづくりを支
援します。申込方法など、詳しくは
お問い合わせください。
日時：3/13（月）13:30 ～ 16:30
場所：県立男女共同参画センター　
セミナー室（神戸市中央区東川崎町
1-1-3 神戸クリスタルタワー 7 階）
講師・コーディネーター：宇田名保
美さん（中小企業診断士）
出演：森田優希子さん（モリタ製パ
ン所）、新森由佳子さん（GuestHouse 
Geragera）、工藤真由美さん（ごはんや）
対象：県内在住・在勤・在学で起業
を考えている女性または創業して間
もない女性
問合先：県立男女共同参画センター・
イーブン☎ 078-360-8550

転職・退職した時は国民
 年金の手続きを忘れずに

厚生年金保険に加入の方が会社を退
職した場合、または退職して自営業
等を始めた場合には、国民年金第 1
号被保険者へ切り替える手続きが必
要です。退職した方に扶養されてい
た配偶者も、第 3 号被保険者から
第 1 号被保険者へ切り替える必要
があります。また、退職して配偶者
の扶養となる条件を満たす場合に
は、配偶者が勤務する会社を経由し
て、第 3 号被保険者への手続きを
行います。第 1 号被保険者は保険
料の納付が必要です。保険料の納付
が経済的に困難な場合には、申請し
て承認を受けると、保険料の納付が
免除になるなどの制度があります。
問合先：市民課☎ 42-8722
加古川年金事務所☎ 079-427-4740
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■ 2 カ月児（先天性股関節脱臼）健診 
日時：3/23（木）13:00 ～ 13:45
対象：平成 29 年 1 月生まれの乳児
■ 4 カ月児健診
①日時：3/7（火）13:00 ～ 13:45

対象：平成28年10月生まれの乳児
②日時：4/4（火）13:00 ～ 13:45

対象：平成28年11月生まれの乳児
■ 1 歳 6 カ月児健診 
日時：3/14（火）13:00 ～ 13:45
対象：平成 27 年 9 月生まれの幼児
■ 2 歳児食と歯の教室
日時：3/22（水）13:00 ～ 13:15、

14:00 ～ 14:15
対象：平成 27 年 3 月生まれの幼児
■ 3 歳児健診
日時：3/21（火）13:00 ～ 13:45 
対象：平成 26 年 1 月生まれの幼児
■乳幼児保健相談
日時：3/15（水）13:00 ～ 13:45
対象：希望者
■離乳食講習会初期（予約制）
日時：3/13（月）13:00 ～ 13:30  
対象：4 ～ 6 カ月の乳児の保護者
定員：10 人
■離乳食講習会中期（予約制）
日時：3/24（金）13:00 ～ 13:30  
対象：7 ～ 8 カ月の乳児の保護者
定員：20 人
■①パパママクラブ（予約制）
　②プレママ教室パート 1（予約制）
①日時：3/10（金）13:00 ～ 13:30
②日時：4/14（金）13:00 ～ 13:30
対象：妊娠 5 カ月以降のママ・育
児協力者

健診実施場所：健康福祉会館

乳幼児健診

問合先：健康課☎42-8723

■母子健康手帳の交付申請
個人番号通知カードまたは個人番号
カード、運転免許証等、印鑑、妊娠
届出書（産院でもらった方）を持参
■妊婦健康診査費の助成申請
印鑑、市内に住民票があることが確
認できる書類（免許証等）を持参。
母子健康手帳交付時にも申請可
受付時間：平日 8:30 ～ 17:15
申請場所：健康課（健康福祉会館）

休日当直医

※診察時間は 9:00 から 17:00 まで。
※当直医日程は変更になる場合がありますので、必ず医療機関に電話確
　認してください。加西消防署（☎42-0119）で確認することもできます。

3 月 5 日（日）　まえだ内科神経内科クリニック   ☎ 45-2050（野上町）　　　　
3 月 12 日（日）　荒木医院　　　 　☎ 43-9711（北条町）　　　
3 月 19 日（日）　坂部整形外科  　☎ 43-1444（北条町）　　　　
3 月 20 日（月）　大杉内科医院  　☎ 47-0023（別府町）　　　
3 月 26 日（日）　おりた外科胃腸科医院 　☎ 42-6000（北条町）　　　　
4 月 2 日（日）　みのりクリニック 　☎ 49-8470（下宮木町）　
4 月 9 日（日）　あさじ医院  　☎ 44-0225（若井町）　　　

募 集

防衛省自衛官募集
種目・資格（年齢は H30.4/1 時点）
一般幹部候補生／ 22 歳以上 26 歳
未満の方（院卒または予定者は 28
歳未満）
歯科幹部候補生／ 20 歳以上 30 歳
未満で正規の歯学の課程を修めて大
学を卒業した方
薬剤科幹部候補生／ 20 歳以上 28
歳未満で正規の薬学の課程（6 年制）
を修めて大学を卒業した方
受付期間：5/5（金）まで
問合先：自衛隊兵庫地方協力本部・
青野原分駐所☎ 0794-66-7959

にっぽん縦断  こころ旅
NHK-BS プレミアム「にっぽん横断こころ旅」の春の
旅が、3月27日からスタート。俳優の火野正平さんが、
兵庫県を旅します。視聴者からのお手紙で旅のルート
を決定するため、市内の「思い出の風景」にまつわる
エピソードを募集します。加西市に火野さんを呼びま
しょう。

放送予定：5/1（月）～ 5（金）　　募集期間：3/20（月）必着
申込方法：住所、氏名、電話番号、性別、年齢、思い出の場所（写真大歓迎）、
場所にまつわるエピソードを郵送、または下記ホームページから投稿して
ください。
申込先：〒 150-8001（住所表記不要）NHK「こころ旅」係
　　　　☎ 0570-066-066　http://www.nhk.or.jp/kokorotabi/

公民館職員（臨時職員）
 を募集

内容：施設管理、利用者の受付、講
座の補助、一般事務など
年齢：H29.4/1 現在で 60 歳未満の方
勤務条件：月～金曜日 8:30 ～ 17:15
※土曜日月 2 回程度勤務あり
勤務先：市内 4 公民館のいずれか
賃金：日額 6,960 円
募集人数：若干名
応募方法：市販の履歴書（写真貼付）
を持参または郵送　※郵送の場合は
封筒表面に履歴書在中と明記
募集期間：3/15（水）必着
面接：受付終了後別途お知らせします
採用日：平成 29 年 4 月 1 日予定
問合先：〒 675-2395（住所表記不
要）生涯学習課☎ 42-8775
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■相談コーナー（子育て / 健康・医療 / 障がい / 一般）
相談内容 日時・場所

妊娠・出産・子育て応援！すくすく相談窓口☎ 42-8723 月～金曜日　8:30 ～ 17:15　健康福祉会館 健康課
産後ケアダイヤル（出産後概ね 1 年以内の母親）☎ 42-0727 平日　9:30 ～ 16:00　※年末年始を除く
児童虐待・18 歳までの子育てに関する相談☎ 42-8709 月～金曜日　8:30 ～ 17:15　市役所 1 階家庭児童相談室
療育・養育相談（18 歳までの子をもつ保護者）☎ 42-6704 月～金曜日　9:00 ～ 17:00　健康福祉会館 児童療育室
母子・父子家庭相談☎ 42-8709 月～金曜日　8:30 ～ 17:15　市役所 1 階地域福祉課
いじめ・教育相談（いじめ・不登校等）☎ 42-3730 月～金曜日　9:00 ～ 17:00　総合教育センター
スマイル健康相談（食生活などの健康等）☎ 42-6700 3/8（水）、22（水）受付 13:00 ～ 14:00　健康福祉会館※予約制

エイズ・肝炎ウィルス検査・相談☎ 0795-42-9436 3/2（木）、16（木）、4/6（木）13:30 ～ 14:10
加東健康福祉事務所　※予約制、匿名、原則無料

アルコール問題相談☎ 0795-42-5111 3/14（火）13:00 ～ 15:00　加東健康福祉事務所　※予約制
身体障害者福祉相談☎ 43-0303 3/ 9（木）13:30 ～ 16:00　健康福祉会館
知的障害者福祉相談☎ 42-8725 3/17（金）10:00 ～ 12:00　健康福祉会館
精神障害者福祉相談☎ 42-8725 3/22（水）13:00 ～ 15:00　市役所 6 階会議室
心配ごと相談☎ 43-0303 3/09（木）13:30 ～ 16:00、23（木）9:00 ～ 11:00　健康福祉会館
人権相談（人権問題に係る相談）☎ 42-8727 3/ 7（火）、4/ 4（火）13:30 ～ 15:30　市民会館

法務局における人権相談所☎ 0795-42-0201 月～金曜日（休日を除く）　8:30 ～ 17:15
神戸地方法務局社支局（木曜日は人権擁護委員が対応）

行政相談（行政に係る諸問題）☎ 42-8739 3/23（木）13:30 ～ 15:30　アスティアかさい 3 階ワークルーム
市民相談（市民の日常生活上の諸問題）☎ 42-8739 月～金曜日 9:00 ～ 16:30　アスティアかさい 3 階市民相談室
夜間電話法律相談（多重債務、解雇等）☎ 078-341-9600 3/12（日）、26（日）17:00 ～ 21:00 ※つながりにくい場合があります
法律相談☎ 43-0303 3/23（木） 9:00 ～ 11:00　健康福祉会館　※予約制
ＤＶ相談（電話・来所相談）☎ 42-8736 月～金曜日　9:00 ～ 17:00　※電話でお問い合わせください。
高齢者に関する相談（介護・医療・保健等）☎ 42-7522 月～金曜日　8:30 ～ 17:15　健康福祉会館

外国人生活相談と外国人に関する相談☎ 080-4705-7122 日・火・水・木・土曜日　9:00 ～ 18:00
地域交流センター内　※通訳あり（予約制）

ボランティア相談☎ 43-8133 3/ 2（木）13:30 ～ 15:30  健康福祉会館

おくやみ

敬称略。1/18 ～ 2/15届出・掲載承諾
※市外で死亡届を提出された方で「おくや
み」に掲載を希望される方は、ふるさと
創造部秘書課（☎42-8701）まで。

個人情報の取り扱いに配慮し、市ホームページに
掲載する広報かさい PDF の「おくやみ」欄の内
容は割愛させていただきます。ご了承ください。



市外に住まれている加西市出身の方、加西市にゆかりのある方、加西を
訪れ加西ファンとなった方、ふるさと納税（ご寄付）をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　問合先  財政課☎ 42-8710

ふるさと納税は加西市に
健康福祉会館で
2月4日、地区
代表の区長など
を務められ、退
任された方々に
市長感謝状をお
贈りしました。
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■	加西市ホームページ　http://www.city.kasai.hyogo.jp
■	加西市の市外局番は0790です。誌面では省略しています。

  KASAI データバンク
H29.1.31 現在（前月比）

人口／ 45,056（－ 31）
1 月の出生数／ 25 人

男／ 21,937（－ 26）
死亡数／ 52 人

女／ 23,119（－ 5） 世帯数／ 17,526（＋ 6）｜ ｜ ｜

広報かさい　2017.3月号

■ 3 月の毎週水曜日は市民課・国保医療課窓口を延長（17:15 ～ 19:00）
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播州三大祭りの一つ「北条節句祭り」 問合先／観光案内所☎42-8823

　播州路に春を告げる「北条節句祭り」が 4 月
1 日（土）・2 日（日）の両日、北条町北条の住
吉神社などで行われます。
　優雅さと勇壮さが織りなす華やかな祭りとし
て、播州三大祭りの一つにも数えられ、東西 2
基の神輿と豪華な化粧屋台 13 台が境内を練り歩
きます。
　鶏合わせや龍王の舞の奉納なども見どころで
す。詳しくは、「かさい観光ナビ」ホームページ
で確認してください。豪華な化粧屋台が並ぶ昨年の北条節句祭り

　北播磨広域定住自立圏で連携する３市１町（加西市・西脇市・
加東市・多可町）にある観光やグルメスポットを掲載したドライ
ブマップ「北はりまみちくさマップ」が完成しました。
　姫路城や竹田城跡などの大型観光地への行き帰りに北播磨を訪
れてもらえるよう、インターチェンジから 3 市 1 町を通る 4 コー
スを選定しました。
　市内の方でも楽しめるコースとなっていますので、友人やご家
族などと一緒に巡ってください。

■配布場所（無料）／各市役所、観光案内所（北条町駅）、加西サー
ビスエリアや近隣サービスエリア、道の駅など A2サイズで2万部作成

市内主要観光地などにWi-Fi を設置 問合先／観光まちづくり協会（文化・観光・スポーツ課内）
　　　　☎42-8715  ℻42-8745  kanko@city.kasai.lg.jp

　観光まちづくり協会は、市内観光地 10 カ所に無料公衆無線 LAN（Wi-Fi）を整備しました（兵
庫県ツーリズム協会の補助金等を利用）。SSID は「Hyogo_Free_Wi-Fi_Life」です。
　今後、外国人旅行者の受け入れやログイン言語の把握などに活用するとともに、観光客の利便性
の向上を図ります。1 人 1 回 15 分、1 日 16 回まで接続可能で、誰でも利用できます。

■開始日／ 3 月 1 日（水）
■設置施設／①観光案内所（北条町駅）　②法華口駅　③④⑤北条鉄道三車両　⑥丸山総合公園管理
棟　⑦玉丘史跡公園ガイダンス施設　⑧古法華自然公園管理棟　⑨法華山一乗寺休憩所　⑩五百羅漢

観光やグルメを楽しめるマップが完成 問合先／観光まちづくり協会（文化・観光・スポーツ課内）
　　　　☎42-8715  ℻42-8745  kanko@city.kasai.lg.jp


