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内藤昭太郎さんが全国防犯協会連合会長表彰（銅章）

全国防犯協会連合会長表彰  防犯栄誉銅章　内藤昭太郎さん（鴨谷町）　防犯協会鴨谷支部

　多年にわたり地域における積極的な防犯活動をされ、平穏で安全な街づくりに貢献されている
内藤さんが 10 月 18 日、兵庫県公館で開催された地域安全兵庫県民大会で表彰されました。

　10 月 1 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、スポーツ分
野で優れた成績
を収められた方
や、スポーツを
通じて青少年の
健全育成に貢献
された方などが
表彰されました。

■かしの木賞（スポーツ部門）
　角南幸雄さん 小野市　　　九会ジュニアバレーボールクラブ
　楠田嘉和さん　佐谷町　　　泉少年野球クラブ
　水田典秀さん　北条町横尾　加西剣道スポーツ少年団
■スポーツ振興賞
　須原　慎さん 多可町　　　軟式野球協会
　坪木貞子さん 窪田町　　　グラウンドゴルフ協会
　西　　登さん 姫路市　　　剣道連盟
　大塚　馨さん 姫路市　　　バドミントン協会
　横井広成さん 北条町古坂　バドミントン協会
　塚原清明さん 姫路市　　　空手道協会
■スポーツ功績賞
　吉田凜大朗さん　北条町古坂　　　
　全日本通信陸上兵庫県大会男子共通 1500 ｍ　優勝
　西村真咲さん　　別府町　　　
　兵庫県郡市区対抗駅伝競走大会　2 区  区間賞
　廣田雄希さん　　河内町　　　
　兵庫県郡市区対抗駅伝競走大会　7 区  区間賞
　玉田敦子さん　　北条町北条　　　
　全日本バウンドテニス兵庫予選会女子ダブルスの部　優勝
　蓬莱里美さん　　野条町　　　
　全日本バウンドテニス兵庫予選会女子ダブルスの部　優勝
　荒木七海さん　　山下町　　　
　関西女子学生剣道選手権　3 位
■スポーツ特別賞
　中野重美さん　　北条町北条　　スポーツ推進委員

スポーツ分野で貢献・活躍された方を表彰 問合先／文化・観光・スポーツ課☎42-8773
　　　　℻42-8745　bunka@city.kasai.lg.jp

■体育協会創立記念表彰
　辻　正富さん 両月町　　　空手道協会
　竹本伸夫さん 北条町北条　剣道連盟
　柏原　正さん 北条町北条　軟式野球協会
　川嶋保男さん 姫路市　　　少林寺拳法協会

スポーツ振興賞の表彰

　第 51 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。
■入選・入賞作品展示
日時／ 11 月 25 日（土）10:00 ～ 17:00

26 日（日）10:00 ～ 12:00
場所／アスティアかさい 3 階交流プラザ
※「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 27 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☎42-8773
　　　　℻42-8745　bunka@city.kasai.lg.jp

■一般の部／市長賞
俳句 島田信行 稲美町
短歌 松末智行 別府町
川柳 後藤幾代 繁昌町

■ジュニアの部／市長賞
俳句 西脇充琉 泉小 5 年
短歌 繁田充貴 泉中 2 年
川柳 岡澤由人 九会小 6 年

■ジュニアの部／教育委員会賞
俳句 小篠凛乃 西在田小 6 年

高山愛梨 加西中 3 年
短歌 松尾卓磨 泉小 6 年

岡本壮太 加西中 2 年
川柳 川本真優 北条小 1 年

大西奈々美 西在田小 6 年

■一般の部／教育委員会賞
俳句 伊藤幸子 野上町

上田和男 播磨町
短歌 中村清秋 中野町

松本　進 山口県
川柳 上野　翠 神戸市

細野晃一 岐阜県

（敬称略）

かしの木賞の表彰
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環境のポスター・標語の優秀者 問合先／環境課☎42-8719　℻42-6269
　　　　kankyo@city.kasai.lg.jp

　市内小学 4 ～ 6 年生対象の「不法投棄・ポイ捨て禁止ポスター」（応募総
数 296 点）と、今年度から初めて行った中学生対象の「環境標語」（応募総
数 999 点）の最優秀賞 1 点、優秀賞 10 点、佳作 22 点が決定しました。
　自然の大切さを知り、環境に対する意識を深め、不法投棄・ポイ捨て禁止
を呼びかけることを目的としています。

環境講演会で表彰（9 月 30 日、健康福祉会館）

■最優秀賞（敬称略）
ポスター／阿部叶直（北条小 4）　　標語／橋爪愛佳（加西中 3）
■優秀賞（敬称略）
ポスター／竹添光祇（北条東小 5）　　藤本苺依香（富田小 4）　　山中しほ（賀茂小 6）　　山本愛華（下里小 6）
　　　　　織邊　和（九会小 4）　　　井村薫音（富合小 5）　　　杉井海音（日吉小 5）　　井上舞衣子（宇仁小 4）
　　　　　井之上葵彩（西在田小 4）　高見友基（泉小 5）
標　　語／阪田愛実（北条中 2）　　　楠田想乃（北条中 2）　　　深江友香（北条中 2）　　村田蘭奈（善防中 2）
　　　　　村田伊織（善防中 3）　　　山端　結（加西中 1）　　　菅野凌佑（加西中 2）　　奥本莉来（泉中 2）
　　　　　井上陽菜子（泉中 2）　　　岡本愛華（泉中 2）

■ 8020 運動達成者（地区別 50 音順、敬称略）
●北条／上田絢子　岡田紀子　金澤守也　高見和弘　中村　豊　藤澤孝子　藤原かよ子　圓井敏之　行成美一
●富田／石野啓子　永田壽子　●賀茂／古角一也　小谷秀子　谷　伍一　●下里／幸田文子　佐伯武彦　田居明雄
前田てるみ　●九会／岡井隆子　岡田良則　小林輝夫　田井ふじ子　髙橋種男　西村育典　西脇敏郎　橋爪　正
深江かめ子　●富合／朝田高夫　岩佐富美代　高田節男　東後輝雄　別府節子　本玉一代　松末悦子　吉田道子
●日吉／梅田みち子　織田登代子　神田弘子　頃安千津子　坂本敎江　鈴木弘子　高見　進　内藤好栄　水谷千里
●宇仁／繁田ゆり子　菅田年明　常峰元子　●西在田／和田政子　●在田／青木敏行　井芹英昭　千石嘉代子
高見一雄　能瀬須美子

8020達成者を表彰「11月8日はいい歯の日」問合先／健康課（健康福祉会館内）☎42-8723
　　　　℻42-7521　kenko@city.kasai.lg.jp

　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 本以上保とうという
取り組み「8020 運動」を推進しています。今年度、達成された 53 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

健康福祉会館での表彰式

人を繋ぐアクティブライフ
市制 50 周年と市老人クラブ連合会
50 周年記念事業として、「人づく
り革命について議論する会議」の
有識者議員を務める若宮正子さん
をお招きし、講演していただきます。
日時／ 11 月 11 日（土）10:30 ～ 12:00
場所／健康福祉会館 2 階研修室
講師／若宮正子さん（Apple 社の最高齢プログラマー）
参加費／無料　※申込不要
主催／加西市老連創立 50 周年記念事業実行委員会
問合先／加西市老人クラブ連合会事務局☎ 42-5670

アクティブシニアの賢い生き方
■病気・介護のお金のはなし
来年 4 月に医療保険や介護保険が改正されます。「行
動しなければ何も変わらない」をモットーとする講師
とともに、賢い消費者として、老後の暮らしに必要な
お金だけでなく、どのように賢く楽しく生活するかに
ついて考えてみましょう。
日時／ 11 月 24 日（金）13:30 ～ 15:00
場所／アスティアかさい 3 階多目的ホール
講師／青野弘さん（CFP  ファイナンシャルプランナー）
定員／当日先着 90 人
問合先／ふるさと創造課☎ 42-8706

若宮さん


