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ちょっとおもっそい播州弁検定 問合先／ふるさと創造課☎42-8706　℻42-8745
　　　　furuso@city.kasai.lg.jp

　関西の方言の中でもひときわ個性を
放つ播州弁。この播州地域独特の方言
を題材に昨年 6 月に播州弁検定を実
施しました。定員を超える応募があり、
大人気でしたので、今年も開催します。

■日時／ 10 月 21 日（土）10:30 ～ 11:30　受付 10:00　合格発表 14:00
■場所／北条の宿はくらんかい  健康塾会場
■参加資格／中学生以上　　■募集人数／ 80 人　　■参加費／無料
■持ち物／Ｂのエンピツ、消しゴム、受験票（受付後送付します）
■申込（1 人 1 通）／往信はがきの往信用裏面に、①氏名（ふりがな）・年
齢②郵便番号・住所③電話番号④好きな播州弁を一つ、返信用表面に、①郵
便番号②住所③氏名を記入して申し込みください。
※返信はがきは当日の受験票となります。
■募集期間／ 8 月 1 日（火）～ 21 日（月）必着※申込多数の場合は抽選
■申込先／〒 675-2395　加西市北条町横尾 1000　北条の宿はくらんか
い実行委員会事務局（文化・観光・スポーツ課内）「播州弁検定」係宛

■昨年の出題問題
①ごうわく　　　　→　　腹が立つ
②べっちょない　　→　　大丈夫
③へてから　　　　→　　それから
④せちべんない　　→　　けちな

親や子に似た顔の石仏があると言われています

　五百羅漢のある羅漢寺で、本尊である薬師如来の縁日に千灯会を開催しま
す。約 1000 本のろうそくに火を灯して先祖を供養します。ろうそくの灯
りに照らされた約 500 体の石仏の幻想的な風景をご覧ください。

■日時／ 8 月 8 日（火）18:30 ～　※雨天順延
■場所／羅漢寺（北条町北条）　※千灯会時間帯は拝観料無料
※ミニコンサートや焼き鳥・かき氷の販売もあります。

五百羅漢「千灯会」 問合先／五百羅漢保存委員会事務局
　　　　☎42-8715　

高齢者夫婦・記念撮影のボランティア活動を続ける宮本久雄さんに感謝状
　高齢者夫婦の記念撮影を続ける宮本久雄さん（84 歳）に 7 月 13 日、西村和平市長が
感謝状を贈呈しました。宮本さんは、昭和 34 年から 59 年間にわたり数え年の合計が
159 歳か 160 歳になる夫婦の自宅に出向いて撮影するボランティア活動を続けられてい
ます。
　宮本さんは「来年は撮ってもらうからなという声も多くあり、それが励みになって続
けられた。加西市社会福祉協議会をはじめ、支えていただいた皆さんのおかげです」と、
笑顔で話されました。今年も 7 月に 69 組を撮影。これまで撮影された夫婦はなんと
2,581 組となり、60 年を目標に来年も撮影される予定です。

臨時福祉給付金の申請期間は 8月31日まで 問合先／福祉企画課☎42-8724　℻43-1801
　　　　fukuki@city.kasai.lg.jp

　広報かさい 3 月号でお知らせした「臨時福祉給付金（経
済対策分）」の申請期間は 8 月 31 日（木）までです。
　給付の対象となる可能性がある方には、3 月下旬に申
請書を郵送しています。申請書が届いていない方で、対
象になると思われる方はお問い合わせください。
　また、臨時福祉給付金の「振り込め詐欺」「個人情報
の詐取」が発生していますので、ご注意ください。

■支給額／対象者 1 人につき 15,000 円
■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。
■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）
8 月 31 日（木）まで　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

宮本さん（左）と西村市長
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■加西市産業活性化センターを設置
　市内産業の現状・課題・方策を示す「加西市産業振興
計画（平成 29 年 3 月）」を策定するにあたり、現状把
握のため市内約 2 千社にアンケートを実施しました。
　アンケートの回答によると、問題点や課題解決のため
の相談先をもたない事業者が半数近くを占めています。
また、3 分の 1 で後継者が不在であり、事業継続が難
しい状況もうかがえ、総合的な産業支援を行う公的な機
関の設置が強く望まれています。
　地域経済の持続的な発展のためには、大企業が生み出
す経済効果に頼るだけでなく、中小企業の力が様々な分
野で継続的に発揮され、市内の取引・消費の拡大による
経済の好循環を実現することが不可欠です。
　加西市は加西商工会議所と連携して、4 月から新たな
産業支援拠点として「産業活性化センター」を同会議所
内に設置しました。市内事業者に対して産業支援情報を
発信し、専門家による起業･創業及び事業承継の相談支援、
セミナーや補助金などの支援、従業員の確保・育成支援
等を総合的に実施して、市内企業の発展を図ります。

■事業所アンケート調査

　   加西の産業④「総合的な企業支援」 問合先／産業振興課☎42-8740　℻43-1802
　　　　sangyo@city.kasai.lg.jp

シリ
ーズ

〇問題点や課題解決のための相談先〈複数回答〉

加西で働こう！ 第21回合同就職面接相談会 問合先／加西市雇用開発福祉協議会
　　　　（加西商工会議所内）☎42-0416

　加西市には、高度な技術力でグ
ローバルに活躍するモノづくり企
業や商業・サービス業等、国内外
の産業振興に大きく貢献する企業
が多数あります。このような市内
企業の人事採用担当者と面談ができる合同就職面接相談会
を開催します。事前申込や参加費は不要。
■日時／ 8 月 18 日（金）13:30 ～ 15:30 受付 13:00 ～
■場所／アスティアかさい 3 階地域交流センター
■参加予定企業
菅野包装資材㈱　　　　　　㈱千石
㈱協和製作所　　　　　　　植田石油㈱
㈱ HER　　　　　　　　　㈱コタニ
ピー・エス・コンクリート㈱兵庫工場  　ヨドプレ㈱
大栄化学工業㈱　　　　　　浜本保険㈱
播磨機械工業㈱　　　　　　㈱谷口金属熱処理工業所兵庫工場
伊東電機㈱　　　　　　　　㈱ニッピ機械
是常精工㈱　　　　　　　　大西精版印刷㈱
㈱ナカハラ　　　　　　　　渋谷工業㈱
仲田電機㈱　　　　　　　　キンキテレコム㈱
加西商工会議所
※参加企業等の最新情報は市ホームページでご確認ください。

■対象／一般求職者（既卒者・中途採用等）
　　　　新卒予定者（大学、短大、高専、専門学校を
　　　　平成 30 年 3 月卒業予定）
※ U ターンや移住希望者など、ぜひご参加ください。

企業ごとに個別面談 ①就職支援セミナー「面接力アップセミナー」
どういった姿勢で臨むかによって面接の流れは変わ
ります。面接の姿勢を振り返り、流れを変えましょう。
日時／ 8 月 16 日（水）10:00 ～ 12:00
講師／徳西澄江さん（若者しごと倶楽部（兵庫県雇
　　　用開発協会）キャリアマネージャー）
②女性のための就職支援セミナー
保険・税金の仕組みや、再就職のために準備すべき
こと、市の子育て支援施策などを学びます。
日時／ 9 月 22 日（金）10:00 ～ 12:00
講師／沼澤郁美さん（特定社会保険労務士）ほか
託児／先着 10 人（概ね生後 6 カ月～小学 6 年生）

場所／アスティアかさい 3 階集会室
受講料／無料　　定員／先着 20 人
申込先／①②加西市ふるさとハローワーク☎ 42-7600
　　　　②ハローワーク西脇☎ 0795-22-3181

〇後継者の有無
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