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■加西消防署を一日体験
防災意識を高めようと、加西市女性団体連絡会・加西市連合
婦人会主催の「消防署一日体験」が 1 月 28 日、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 77 人は、同
消防署員から応急手当方法の指導を受けたほか、放水訓練に
も挑戦。避難所で配られる非常食アルファ米の炊き込みご飯
やみそ汁も用意され、非常時の食体験もしました。

「北条旧市街地リノベーション」いよいよ開始（p2）
■若者世帯に対する住宅取得費用の補助を拡充（p2）
■スポーツや芸術で活躍した皆さん（p3）
■丸山総合公園に新しい遊具を設置（p4）

加西市ホームページ
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「北条旧市街地リノベーション」いよいよ開始 問合先／人口増政策課☎42-8700　℻43-1800
　　　　jinko@city.kasai.lg.jp

　加西市は、北条旧市街地の賑わいづくり
とまちなか居住の推進のため、地域の歴史
文化資源である空き家・空き店舗を活用し
た交流や起業支援などの場づくりを進めて
います。
　「北条旧市街地元気なまち再生事業」は、
国の地方創生推進交付金を活用し、地域住
民や地域で活動する団体などと市が協働し
て整備・運営することにより、北条旧市街
地の賑わいづくりを通して移住・定住の促
進を目指すものです。
　平成 29・30 年度の 2 年間で、計 4 カ
所の空き家・空き店舗を改修します。今年
度は、旧柏原春陽堂と旧原田松栄堂の 2 カ
所を進めるほか、来年度は、播磨農業高校
の生徒が企画するレストラン「はりまの
ちっちゃな台所」を予定しています。2 カ
所については具体的な整備が始まり、近隣
にお住まいの方には改修工事などでご迷惑
をおかけしますが、地域の活性化への取り
組みに、ご理解とご協力をお願いします。

■ 4月以降に利用開始予定の 2カ所
交流の場（旧柏原春陽堂、御旅町）
地域住民の憩いの場、子ど
もたちの遊び場、観光案内
や来訪者との交流の場と
して活用する地域の多世
代のたまり場。また、講
座やセミナーの開催など
にも利用できる学びの場
を兼ねたコミュニティス
ペースを目指しています。
特産物販売等（旧原田松栄堂、本町）
地域の特産物などを使っ
た飲食店や菓子製造・販売
のシェアキッチン（共同利
用型店舗）として起業の場
を目指します。また、料理
教室などのレンタルキッ
チンや地域住民のフリー
スペースとして提供する
ことも予定しています。

改修中の旧柏原春陽堂

改修中の旧原田松栄堂

若者世帯に対する住宅取得費用の補助を拡充 問合先／産業振興課☎42-8740　℻43-1802
　　　　sangyo@city.kasai.lg.jp

　加西市は、定住人口
の増加による地域の活
性化を図るため、市内
に住宅を新築または購
入し居住する若者世帯
に対し補助金を交付しています。
　このたび、子育てしやすい環境の整備を
図るため、親世帯等と近居・同居する若者
世帯などの要件を追加しました。また、補
助金の上限も増額しています。
　あわせて、親世帯等と近居・同居するた
めの住宅を取得する子育て世帯が「【フラ
ット 35】子育て支援型・地域活性化型」
を利用する場合、金利の優遇措置を受ける
ことができます。

　今回の拡充は、平成 30 年 4 月 1 日以
降に工事請負契約または不動産売買契約を
締結した住宅が対象となります。
　申請方法など、詳しくは市ホームページ
でご確認ください。

若者定住促進住宅補助金
■主な要件（全てに該当）
・市内で自分が住むための一戸建て住宅、分譲共同住宅、兼用住宅を
新築または購入
・夫婦の年齢合計が 80 歳以下（単身世帯は 40 歳以下）または世帯
主自らの未就学の子どもを含む世帯
・住宅の取得に対する借り入れがあること
・取得した住宅の登記名義人
■補助金額

補助金額 要件

借入額の 5％（上限 50 万円）

市外からの転入世帯の住宅取得（※）
親世帯等と同一小学校区内または隣接
する町に住宅を取得
親世帯等と同居するための住宅取得

借入額の 3％（上限 30 万円） 市内で住宅を取得（上記を除く）
※夫婦ともに加西市での住民登録期間が通算して 10 年未満の世帯

【フラット 35】子育て支援型・地域活性化型
■主な要件／①市外からの UJI ターンにより住宅を取得、または 18
歳未満の子ども（胎児含む）を扶養し同居・近居のために住宅を取得
②若者定住促進住宅補助制度の要件を満たすこと
■金利優遇／当初 5 年間の金利を 0.25％引き下げ
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スポーツや芸術で活躍した皆さん 問合先／秘書課☎42-8701　℻43-0291  
　　　　hisho@city.kasai.lg.jp

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
前田秀典 （王子町） 6 年（下里地区代表 2 年）

平成 29 年区長会・会長
筧　一義 （下宮木村町） 6 年（九会地区代表 1 年）

平成 27 年区長会・副会長
多田安洋 （都染町） 2 年（富合地区代表 1 年）

平成 29 年区長会・副会長
丸山康久 （殿原町） 2 年（在田地区代表 1 年）

平成 29 年区長会・副会長
菅原雅人 （黒駒） 4 年（北条地区代表 1 年）
中谷康孝 （東剣坂町） 2 年（賀茂地区代表 1 年）
内橋義廣 （田谷町） 2 年（多加野地区代表 1 年）
釜田健一 （上若井町） 2 年（西在田地区代表 1 年）
吉田恵三 （上道山町） 2 年（西在田地区代表 1 年）
西本雅彦 （中山町） 8 年
井上善一 （琵琶甲町） 4 年
岡田　勝 （牛居町） 4 年
井上正三 （桑原田町） 4 年
別府　直 （別府東町） 4 年
藤原　堅 （常吉町） 4 年

■農会長
氏名（農会名） 在職年数など
藤田孝一 （青野原町） 6 年（富合地区代表 2 年）

平成 27 年農会長会・会長
尾上　健 （西笠原町） 4 年（下里地区代表 1 年）

平成 29 年農会長会・会長
北川和正 （馬渡谷町） 4 年（多加野地区代表 1 年）

平成 28 年農会長会・副会長
高次　均 （西高室） 2 年（北条地区代表 1 年）

平成 29 年農会長会・副会長
山田一壽 （上道山町） 2 年（西在田地区代表 2 年）
大道眞一 （王子町） 8 年（下里地区代表 1 年）
深田貞幸 （下宮木村町） 6 年（九会地区代表 1 年）
藤原良彦 （常吉町） 4 年（富合地区代表 1 年）
原田正明 （殿原町） 4 年（在田地区代表 1 年）
川嶋敏彦 （市村町） 2 年（富田地区代表 1 年）
小川雅規 （田谷町） 2 年（多加野地区代表 1 年）
廣岡竹次郎（福居町 2） 4 年
前田和徳 （国正町） 4 年
大氏一男 （上万願寺町） 4 年
森本俊彰 （北町） 4 年

　2 月 3 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。

高見奏音さんが加西市初のミニバスケットボール県選抜に選ばれました
　高見奏音さん（日吉小学校６年）が、ミニバスケットボールの県選抜チーム「U-12ALL HYOGO」
に選ばれ、他府県の選抜チームとの対戦（3 月 21 日、グリーンアリーナ神戸）に向けて練習に励ん
でいます。高見さんがキャプテンを務める加西ミニバスケットボール教室は、昨年 11 月に行われた
東播磨選手権大会で準優勝。その後の活躍もあり、加西市で初めて県選抜に選出されました。 高見さん

　加西市は 1 月 30 日・2 月 5 日、スポーツや芸術で優秀な成績を収めた 4 名に、「さわやか市民賞」を贈呈しました。

■和田貴揮さん（若井町）
JAWA 第 24 回兵庫県アームレスリング大会（6 月 25 日、兵庫県立障害者スポーツ交流館）
の男子 70㎏級レフトハンドで第 3 位となり、第 35 回 JAWA 全日本アームレスリング大会

（11 月 4 日、墨田区総合体育館）の出場権を獲得。全国大会でも男子 65㎏級レフトハンド
で第 3 位という輝かしい成績を収めました。同日に文化・スポーツ振興賞賜金も贈呈。

■山内莉瑚さん（北条小学校 3 年）
兵庫県人権啓発協会主催の平成 29 年度人権問題文芸作品「のじぎく
文芸賞」の詩部門で、兵庫県知事賞を受賞。

■松本実子さん（北条小学校 6 年）
兵庫県美育作家協会・朝日新聞神戸総局主催の「第 90 回小・中・高
校絵画展」で、学年最優秀賞を受賞。

■松末優空さん（富合小学校 6 年）
公益財団法人三菱 UFJ 環境財団・公益社団法人日本ユネスコ協会連
盟主催の「第 42 回みどりの絵コンクール」のわたしが守りたい身近
な自然部門で、日本ユネスコ協会連盟賞を受賞。 左から松本さん、山内さん、松末さん

和田さん
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北はりまサイクリングマップが完成 問合先／文化・観光・スポーツ課☎42-8715
　　　　℻42-8745  kanko@city.kasai.lg.jp

■発行部数／ 20,000 部　　　■設置場所／市役所、観光案内所（北条町駅内）
■市内サイクルスタンド
播磨下里駅、網引駅、がいな製麺所（和泉町）、森庵（別府町）
■コース／①北はりま小回りコース「湖面に映る絶景を楽しんで」（約 45km）
　　　　　②日本のへそと山田錦発祥の里をめぐるコース「西脇・多可で大地の息吹を感じる」（約 62km）
　　　　　③水の景観と北条鉄道をたどるコース「加東・加西で爽やかな風に乗る」（約 75km）
　　　　　④北はりま大回りコース「1 日まるまる周遊サイクリング」（約 95km）

　北播磨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）の自
然や食を体感できるサイクリングマップが完成しました。4 コースを紹介し、距離や
所要時間、勾配のほか、観光地なども掲載しています。
　気軽に走れるコースから本格的なコースまで、気分に合わせてサイクリングをお楽
しみください。また、自転車を置くことのできるサイクルスタンドを市内 4 カ所に
設けています。

サイクリ
ングマッ
プの表紙

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 7 日（土）・8 日（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、豪華な化粧屋台が勇ましい掛
け声と太鼓の音を響かせながら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。
　時間・場所など詳しくは、「かさい観光ナビ」ホームページでご確
認ください。

丸山総合公園に新しい遊具を設置 問合先／都市計画課☎42-8753　℻42-1998
　　　　toshi@city.kasai.lg.jp

　加西市は、子どもの遊び場をつくり、豊かな自然に触れることで、
ふるさと加西に愛着と誇りを育んでもらうため、丸山総合公園の芝生
広場に遊具を設置します。
　使用開始は 3 月上旬予定で、市ホームページでお知らせします。
ぜひ、お子さま連れでご利用ください。
　また、丸山総合公園には 2 本のローラー滑り台（197m、155m）
があります。4 月上旬には桜が咲き誇り、芝生広場からは 360 度桜
に囲まれたお花見も楽しめます。 グランドキャッスルのイメージ図

■設置遊具
・グランドキャッスル（3～ 12 歳向け）
すべり台などいろんな遊びが詰まったワクワク遊具で、小さな子ども
の興味・好奇心を引きつけます。
・忍者ウォール（6～ 12 歳向け）
さまざまな運動能力が試されるアスレチック遊具。全ての仕掛けを突
破できるかチャレンジしてください。
■丸山総合公園／加西市北条町西高室 591-15　☎ 35-8872 忍者ウォールのイメージ図



5広報かさい　2018.3 月号

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
　　　　（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 31 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、より多くの大学生などに発信します。

第22回合同就職面接相談・企業説明会 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など
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・企業説
明会を開催します。事前申込や参加費は不要です。

■日時／ 3 月 23 日（金）13:30 ～ 15:30
■場所／アスティアかさい 3 階地域交流センター
■対象
・平成 30 年 3 月学校等卒業予定者（大学・短大・専門・
専修学校）
・平成 31 年 3 月学校等卒業予定者（大学・短大・専門・
専修学校）※企業説明会
・一般求職者（既卒者・中途採用等）
■内容
・市内企業の採用担当者との面接や相談・企業説明（求
人内容の相談だけでも参加可能）
・県の地域雇用相談員や市の就労支援員による就職・雇
用相談

企業ごとに個別面談・説明

自分自身の“魅せ方”をマスターして、第一印象をアッ
プさせる方法を学びます。
日時／ 3 月 14 日（水）10:00 ～ 12:00
場所／アスティアかさい 3 階集会室
講師／桜井透さん（就職情報サイトはりまっち）
定員／先着 20 人
受講料／無料
申込先／市ふるさとハローワーク☎ 42-7600

就職支援セミナー
「あがり症でも大丈夫！ 1次面接突破法」

　加西市は、人口増対策の一環として定住促進を図るた
め、市内に居住している市民が返還した奨学金の一部を
補助する「加西市 UJI ターン促進補助金交付制度」の
平成 30 年度の申請を受け付けます（郵送も可）。
■補助金額／前年度中に返還した奨学金の 1/3（ただし
上限は 10 万円とし、前年度の住民登録期間が 1 年未満
の場合は、住民登録の月数で按分）
■受付期間／ 4 月 2 日（月）から 27 日（金）までの
平日 8:30 ～ 17:15
※継続して申請される方も再度申請してください。

返還している奨学金を 1/3補助 問合先／人口増政策課☎42-8700　℻43-1800
　　　　jinko@city.kasai.lg.jp

■対象者／①～③の要件を全て満たす方
①平成 24 年 4 月 1 日以降から奨学金の返還を開始し
た方、または 24 年 4 月 1 日以降に新たに加西市に住
民登録した方で、引き続き加西市に住民登録があり、居
住している方
②月賦、半年賦、年賦で奨学金（返還
期間が 9 年以上のものに限る）の返還
を行い、滞納していない方
③市税等の滞納がない方
※詳しくは市ホームページでご確認ください。

■参加予定企業
いちよし証券㈱　　　　㈱ HER
㈱協和製作所　　　　　是常精工㈱
社会福祉法人真秀会　　菅野包装資材㈱
㈱千石　　　　　　　　日本磁性材工業㈱
浜本保険㈱　　　　　　ピー・エス・コンクリート㈱兵庫工場
㈱邦栄堂　　　　　　　㈱三宅工務店　
ヨドプレ㈱
※参加企業・募集職種などの最新情報は加西商工会議所
ホームページでご確認ください。



6 広報かさい　2018.3 月号

王子町 待元義政
戸田井町 高見昌弘
両月町 中村尚史
大村町 谷　昭裕
尾崎町 岩本正人
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 岸本　豊
野条町 岸本　勉
牛居町 前田太蔵
上野田町 中川正弘
東野田町 前田　誠
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 小林俊広
倉谷町 森本隆幸
千ノ沢町 山本泰三
新生町 山口亀市
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 織田弘幸
網引町 井上典彦
南網引町 岡田宏男
栄町 吉田重喜
桑原田町 菅野好美
繁陽町 増田佳紀
繁昌町 後藤倫明
上宮木町 西村雅彦
下宮木村町 深田英世
下宮木町 九會田要
鶉野上町 三宅　茂
鶉野南町 飯尾哲也
鶉野中町 渕脇英義
繁昌団地自治会 桑原　博

■九会地区

殿原町 大野茂樹
鴨谷町 田先賢三
笹倉町 岩井正登
中富町 高橋　求
越水町 長田卓也
北町 西山英敏
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 田先康利
御旅町 井上邦男
御幸町 三枝秀樹
笠屋町 中野眞喜雄
宮前町 玉木正光
江ノ木町 奥畑好夫
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 三枝治郎
東高室 冨田正勝
西高室 高次　均
東南 岡田正弘
西南 森本龍一
黒駒 塚原博文
曽根自治区 藤本貴弘
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 青田弘彦
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 高橋信樹
荒神山住宅自治区 米田俊介

■北条地区

谷町 垣内寿一
西谷東町 石　芳博
西谷西町 谷田　昇
畑町 宮永吉秀
窪田町 後藤敏昭
吸谷町 柏原直哉
西上野町 岡　正道
市村町 川嶋雄三
坂元町 後藤浩二
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 伊藤公和
乙和泉町 高橋正明
河内町 鈴木隆文
山田町 神田敏昭
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 織田昌二
大工町 神田英利
鍛治屋町 繁田俊彦
油谷町 吉田浩幸
田谷町 岡本康雄
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 大﨑善二
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 西谷末男
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 小川輝夫
西剣坂町 大寺　勇
中山町 渡邊義則
大柳町 小林正洋

都染町 長岡博文
別府西町 西面和博
別府中町 西村純一
別府東町 西村賢造
常吉町 柴田康敏
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 西村正二

■富合地区

■加西市区長会・会長　　石　芳博（富田地区代表区長）
■加西市区長会・副会長　山本　肇（賀茂地区代表区長）

　　渕脇英義（九会地区代表区長）
　　増田正幸（西在田地区代表区長）

■北条地区・代表区長　　冨田正勝
■下里地区・代表区長　　西岡成人
■富合地区・代表区長　　内藤　優
■多加野地区・代表区長　高見定典
■在田地区・代表区長　　杉本正人

平成30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

前列左から増田さ
ん、石さん、山本さ
ん、渕脇さん、後列
左から冨田さん、西
岡さん、杉本さん、
高見さん、内藤さん

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 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 髙見博文
東高室 中野由廣
西高室 高次秀幸
東南 豊田弘樹
西南 森本輝正
黒駒 菅原喜義

■北条地区

谷町 垣内正弘
西谷東町 後藤忠司
畑町第 1 山下敦史
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 中崎　剛
吸谷町 藤井和幸
西上野町 北條勝美
市村町 大西敏之
坂元町第 1 松井幹雄
坂元町第 2 小林篤寿
福居町第 1 楊井　聡
福居町第 2 美藤正人
福居町第 3 喜田克行
福居町第 4 黒田和裕
谷口町 山野敏幸
吉野町 田中正智

■富田地区

王子町 前田萬逸
戸田井町 高見雅彦
両月町 中村俊一
大村町 衣笠寿一
尾崎町 石野正弘
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　保
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 佐伯政敏
三口町川北 幸田芳郎
三口町北浦 森井弘一
三口町上所 後藤初美
坂本町 佐藤隆三
倉谷町 森本茂樹
千ノ沢町 櫻井臣義

■下里地区

中野町 三宅好幸
田原町 小岩貴男
網引町 中井一視
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 深田秀一
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 井上光男
乙和泉町 水谷保彦
河内町 鈴木三千雄
山田町 藤本勝文
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 銅玄修平
大工町 神田博明
鍛治屋町 繁田宜久
油谷町 吉田博明
田谷町 小川初男
国正町 友藤義則
小印南町 原田正幸
青野町 繁田洋毅

■多加野地区

上若井町 小篠清司
下若井町 柏木久志
大内町 藤原弘之
下道山町 竹内克彦
上道山町 金澤和正
下万願寺町 大塚哲徳
上万願寺町 大豊雅宏

■西在田地区

殿原町 大野隆司
鴨谷町 田行　智
笹倉町 甘中　勉
中富町 頃安一吉
越水町 長田　崇
北町 南三喜男
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　　市浦義隆（九会地区代表農会長）
■加西市農会長会・副会長　金澤和正（西在田地区代表農会長）
■北条地区・代表農会長　　圓井重吉
■富田地区・代表農会長　　藤井和幸
■賀茂地区・代表農会長　　小林大助
■下里地区・代表農会長　　伊藤博之
■富合地区・代表農会長　　井上芳樹
■多加野地区・代表農会長　大塩雅之
■在田地区・代表農会長　　小牧益雄

福住東町 西井　稔
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 後藤敏彦
鎮岩町 岩佐幸昌
岸呂町 杉本　稔
東長町 長井繁明
西長町 村田秀樹
東剣坂町 小路　宏
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 吉田正英
別府西町 髙見正美
別府中町 別府康央
別府東町 繁田知明
常吉町 吉田　有
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 佐伯正孝

平成30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

前列左から井上さ
ん、金澤さん、市浦
さん、小林さん、後
列左から藤井さん、
圓井さん、大塩さん、
小牧さん、伊藤さん



8 広報かさい　2018.3 月号

町ぐるみ健診を受けて生活習慣病を予防 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、ぜひご利用ください。

■特定基本健診の項目別異常率
　（受診者 2,998 人）

検査項目 異常率

メタボ
該当者 16.2％（484 人）

予備軍 9.8％（293 人）

脂質 25.2%（755 人）

血圧 14.8%（445 人）

肝臓 4.9％（146 人）

貧血 3.8％（104 人）

腎臓 3.2％（ 96 人）

糖尿病 2.5％（ 74 人）

■検診別の受診者と要精密検査率

検診項目 受診者数 要精密検査人数
胃がんリスク 639 人 28.5％（182 人）

前立腺がん 690 人 8.0％（ 55 人）

大腸がん 2,151 人 5.0％（107 人）

胃がん 923 人 3.3％（ 30 人）

子宮頸がん 687 人 2.2％（ 15 人）

胸部 2,336 人 2.1％（ 48 人）

　平成 29 年度の町ぐるみ健診は 14 日間実施し、がん検診と特定基
本健診で 3,503 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、すぐに受診しましょう。

■平成 30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、若い世
代から（20 歳～）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内容を確認し、
申し込みください。

■がん検診／平成 28 年度検診でのがん発見は 9 人で、がん以外の
病気の発見もありました。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。

■胃がんリスク（ABC検診）／胃がんの危険度を判定するため、
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）」を調べます。受診者の
28.5％が、要精密検査となっています。胃内視鏡検査（胃カメラ）
が必要ですので、医療機関を受診しましょう。

■特定基本健診／受診者の 26.0% 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。
また、平成 28 年度の 40 ～ 74 歳国保加入者の町ぐるみ健診と医
療機関健診を合わせた方の結果でも、メタボ該当者が多く、県下ワ
ースト 2 位となっています。
　腹囲が基準値（男 85㎝、女 90㎝）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。もう一度検査結果と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。

特定不妊治療の費用を助成 問合先／健康課（健康福祉会館内）☎42-8723
　　　　℻42-7521　kenko@city.kasai.lg.jp

　兵庫県指定医療機関で体外受精および顕微授精
（特定不妊治療）を受けた夫婦に対して、
経済的負担を軽減するため、治療費を
助成します。

対象／①②の全てを満たす方
①法律上婚姻し、特定不妊治療をした期間および申
請日に夫婦の両方または一方が加西市に住所を有す
ること
②兵庫県特定不妊治療費の助成を受け、兵庫県以外
の助成を受けていないこと
助成額／ 1 回当たり上限 5 万円
※県の 1 回当たりの助成額を控除した額

申請方法／①～⑤を持参し、健康課へ申請してください。
①加西市特定不妊治療費助成金交付申請書
②指定医療機関が発行した領収書等の写しまたは特定不妊治
療受診等証明書
③兵庫県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書
④夫婦の一方が加西市に住民登録がない場合のみ、その方の
住民票など住所地が分かるもの
⑤住民登録で法律上の夫婦であることが確認できない場合の
み、戸籍謄本または抄本など
申請期限／特定不妊治療費の助成の決定日から 1 年以内
【兵庫県指定医療機関】
社団法人日本産婦人科学会に、体外受精、顕微授精を実施する
施設として認められている医療機関（県ホームページで公表）
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■加西病院サポーターの会を結成
　昨年 10 月に、加西病院を応援して、良質で安全な地
域医療を守ることを目的とする「加西病院サポーターの
会」が結成されました。
　一人一人のサポーターが、できることを応援しようと会
員を募ってお
り、市民のほ
か、加西病院
で診療を受け
た市外の方な
ど、現在 330
人の会員がお
られます。

発足後の主な取り組み
① 11 月に、医師と会員との顔のわかる関係づくりと、
医師を応援することを目的として、院内で懇親会を開催。
若い医師も参加し、交流を深めました。
② 12 月に、クリスマスに合わせて院内保育所の園児や
入 院 患 者 さ ん
への慰問。サン
タ ク ロ ー ス や
ト ナ カ イ の 着
ぐるみを着て、
プ レ ゼ ン ト を
渡しました。
③年末年始に、
医 師 へ 軽 食 や
飲 み 物 を 差 し
入れしました。

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

加西病院の新たな取り組み
　院内でのボランティア活動なども行われ、加西病院
　を応援し支えていただきます。
　サポーターの会への申し込みについては、総務課ま
　でお問い合わせください。加西病院へのご支援・ご
　協力をよろしくお願いします。

■社会保険労務士による無料相談コーナーを開設
　3 月 14 日から薬局前の待合室に、社会保険労務士（加
西病院サポーターの会の会員）による無料相談コーナー
を開設します。加西病院の患者やご家族の方を対象とし、
毎月第 2・4 水曜日午前 9 時から 12 時の間で相談を行
います。
　突然の病気や怪我でお困りの方に、必要な支援が受け
られるよう、各種手続きの内容や方法などについて説明
します。安心してご相談ください。

相談の主な内容
①けがや病気
病院などの治療が必要な場合の給付や、会社を休んで給
料が支払われない場合の補償給付、障がいが残った場合
の給付など
②出産
出産したときの費用の助成制度について、産前産後や育
児休暇を取った場合の給付、産休の場合の社会保険料免
除制度など
③退職
会社を退職した時の失業給付や健康保険等の新たな加入
など

　　　　　　　　　　　（加西病院総務課☎ 42-2200）

加西病院サポーターの会の設立総会

広報かさい　2018.3 月号

不育症の検査・治療の費用を助成 問合先／健康課（健康福祉会館内）☎42-8723
　　　　℻42-7521　kenko@city.kasai.lg.jp

　不育症（2 回以上の流産や死産などがあること）
の検査・治療を受けた夫婦に対して、経済的負担を
軽減するため、治療費を助成します。

対象／①～③の全てを満たす方
①加西市に住所を有し、法律上婚姻をしている夫婦
②検査または治療開始時の妻の年齢が 43 歳未満
③夫婦の前年所得額が 730 万円未満
助成額／上限 15 万円

対象経費／加西市に住所を有する期間に医療機関で受けた、
医療保険が適用されない不育症の検査・治療の費用
申請方法／①～④を持参し、健康課へ申請してください。
①不育症治療費助成事業申請書
②不育症治療費助成事業受診等証明書と薬局用の同証明書
③医療機関が発行する領収書
④夫婦の所得を証明する書類（所得証明書など）
申請期限／ 3 月 30 日（金）まで　※今年度は、平成 29 年
4 月から 30 年 3 月までの治療費が対象です。

会員がサンタクロースの着ぐるみを着て、入
院患者さんを慰問
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　日吉小学校の 4 年生 19 人が、福祉学習の一環として、
ペットボトルキャップ 58,321 個を集め、善防園を通じ
て被災地支援を行いました。4年生が全校生に呼びかけ、
保護者や日吉幼児園など多くの方の協力を得ました。
　キャップは、リサイクル会社に 1㎏ 17 円で引き取
られ、そのお金が被災地支援や戦争で困っている子ど
もたちのために使われます。

▲善防園の方にキャップを手渡す児童

福祉学習でペットボトルキャップを収集1/24

　加西市と兵庫教育大学が連携して、精神病理学を専
門とする岩井圭司教授の講演会「思春期の心の理解」
を、健康福祉会館で開催しました。平成 19 年度から、
人材の育成などを目的に毎年開催しています。
　岩井教授は「子どもの援助を求める強い願いを、大
人がしっかりと受け止めることが最も大切」などと話
し、参加者約 110 人が聞き入りました。

▲聴く耳をもつ必要性について話す岩井教授

思春期は思いを受け止めることが大切1/28

　北条小学校 4 年生 68 人が大信寺で、落語家の桂佐
ん吉さんや桂米輝さんから落語を教わりました。日本
の伝統文化に触れる機会として、横尾歴史街道つどい
の会が企画されました。
　児童は高座に上がり、うどんを食べる場面を演じた
り、落語を楽しんだりしました。森岡翔さんは「落語
は 2 回目でわかりやすくて面白かった」と笑顔でした。

▲桂佐ん吉さん（左）の指導を受けながら落語を体験する児童

プロを招き、児童が落語体験2/1

　北条東小学校の 5・6 年生 10 人が、クラブ活動（年
間 10 回）で石仏彫りに挑戦しています。
　児童は、昨年 5 月から五百羅漢保存委員会のメン
バーから指導を受け、縦横約 15㎝、高さ約 30㎝の「高
室石」を、のみとハンマーで彫っています。
　最初は戸惑っていた児童も、今では顔の表情などの
細かい作業をこなせるようになりました。

▲完成作品は 3 月 12 日まで五百羅漢境内ギャラリーで展示

石仏彫りにチャレンジ2/5
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ま
ち
の
出
来
事

　加西市商店連合会主催の講演会「まちの元気は商業
から！商店街再生プロジェクト」が、アスティアかさ
いで開催され、市内外から約 90 人が参加しました。
　参加者は、講師の宮崎県日南市・木藤亮太さん（株
式会社油津応援団）から「猫さえ歩かない」と言われ
た商店街に 4 年間で 29 の新規出店を実現した経験談
を聞き、まちの活性化のヒントを得ました。

▲「店舗誘致から起業家支援へ。若者を応援しよう」と話す木藤さん

若者支援がまちを元気に2/13

■男子チーム（43 チームが出場）
順位／ 31 位（3 部 8 位）タイム／ 2 時間 24 分 9 秒
1 区　松尾凌和 （西脇工高・北条町東高室）
2 区　宮田　怜 （北条高・北条町古坂）
3 区　吉田凜大朗（北条中・北条町古坂）　
4 区　植田　聡 （小野高・北条町古坂）
5 区　初田龍星 （北条高・畑町）
6 区　宮崎　聡 （泉中・広原町）　
7 区　竹内翔太郎（北条高・北条町古坂）

▲加西市チームの皆さん

加西市女子チームが 3部優勝「兵庫県郡市区対抗駅伝」2/4

■女子チーム（42 チームが出場）
順位／ 20 位（3 部 1 位）タイム／ 1 時間 21 分 54 秒
1 区　工藤ひかり（仏教大・北条町西南）
2 区　西村真咲 （小野高・別府町）
3 区　轟　賀陽子（北条中・北条町古坂）
4 区　高橋姫乃 （北条中・北条町西高室）
5 区　上坂梨子 （北条高・若井町）

問合先／文化・観光・スポーツ課☎ 42-8773

　平成 32 年度から小学 5･6 年生の教科となる「外国
語科」への対応や、外国語教育の充実に向けた「英語
科授業力向上研修会」を、泉小学校と北条中学校で行
いました。
　市内外の小中学校の教諭は、講師の田尻悟郎教授（関
西大学）から、知的に楽しく学習することの大切さと
授業技術を学びました。

▲田尻教授が泉小学校の 6 年生に行う授業技術を学ぶ教諭ら

外国語の授業力向上を2/9
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入院時の食事代が変わります 問合先／国保医療課☎42-8721　℻42-1792
　　　　kokuho@city.kasai.lg.jp

　入院と在宅療養の負担の公平を図るため、国
民健康保険加入者と後期高齢者医療制度加入者
の入院時の食事代が、平成 30 年 4 月から引き
上げられます。
　なお、低所得者区分の方は変更
ありません。ご理解のほどお願い
します。
　

■入院時食事療養費の自己負担額（1食あたり）
4月以降 3月まで

現役並み所得者・一般 460 円 360 円

低所得者Ⅱ
90 日までの入院 210 円
90 日を超える入院（過
去 12 カ月の入院日数） 160 円

低所得者Ⅰ 100 円

　花いっぱいのまちづくりを目指した「花いっぱい運動」の一環として行
われる「平成 29 年度サルビア・葉ボタン花壇コンクール」の受賞団体が
決定しました。老人クラブを対象にしたコンクールとして毎年、播磨農業
高校の生徒が育てたサルビア・葉ボタンの花苗を、各地域の花壇で大切に
育てられています。

■サルビア花壇コンクール
最優秀賞／西笠原町老人クラブ
優秀賞／鶉野中町老人クラブ、田谷シニアクラブ
■葉ボタン花壇コンクール
最優秀賞／鶉野中町老人クラブ
優秀賞／国正町シニアクラブ、江ノ木・友和クラブ

西笠原町老人クラブの花壇（サルビア）

サルビア・葉ボタン花壇コンクール 問合先／加西市花と緑の協会事務局（都市計画課内）
　　　　☎42-8757　℻42-1998　toshi@city.kasai.lg.jp

鶉野中町老人クラブの花壇（葉ボタン）

サルビア・葉ボタン花壇コンクールのパネル展
　コンクール出展作品と花づくりボランティアの活動写真を展示します。
期間／ 3 月 5 日（月）～ 16 日（金）
場所／市役所 1 階エントランスホール

　加西市では、平成 29 年中に 35 件の火災が発生しま
した。主な出火原因は「たき火（あぜ焼き）」「ストーブ」

「たばこ」などで、特に「たき火（あぜ焼き）」からの火
災が 20 件と多く、ちょっとした油断により火災が発生
するケースも見られます。

　一人一人が、慣れから生じる不注意や油断を無くすこ
とにより、多くの火災を未然に防ぐことができます。あ
なたの不注意から火災を出さないようにしましょう。

■年間の火災件数と死傷者数
平成25年 26 年 27 年 28 年 29 年

火災件数 35 29 28 32 35
死者数 1 1 0 1 0
負傷者数 2 4 5 3 1

・寝たばこはやめる
・ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する
・ガスコンロなどから離れるときは必ず火を消す

不注意による火災を防ぎましょう 問合先／北はりま消防本部警防課☎0795-48-3072

火災予防「3つの習慣」
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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 ～ 10:45）

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（水）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 13 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・ひまわりルーム」の参加者募集 問合先／こども未来課☎42-8726　℻42-8731
　　　　kodomo@city.kasai.lg.jp

記念フォーラム「つかってまもる！歴史と文化」 問合先／生涯学習課☎42-8775　℻43-1803
　　　　shogai@city.kasai.lg.jp

　市内の文化財や歴史文化遺産の総合的な保護と活用の指針となる「加西市歴史文化基本構想」を、2 月に策定しまし
た。基本構想の策定を記念し、フォーラムを開催します。遺産や財産は使うと減りますが、歴史文化遺産は大切に使っ
ていくことで維持することができ、上手に使うことで価値を高めることができます。地域に息づく歴史や文化を使うこ
とで守り、どのようにふるさと創造に生かしていくかを考えます。

菱田哲郎さん

■日時／ 3 月 18 日（日）13:30 ～ 16:00　　■場所／健康福祉会館 2 階研修室
■内容
第 1 部　基調講演「ウチから見ているまちの宝、ソトから見えたまちの宝」
講師：菱田哲郎さん（京都府立大学教授、加西市歴史文化基本構想策定委員会委員長）
第 2 部　パネルディスカッション「使ってみよう！かさいの歴史文化遺産」
■定員／当日先着 130 人　※予約不要　　■参加費／無料

全国の就農希望者に加西市の就農支援策を PR
　加西市は、平成 26 年に新規就農促進施策を立ち上げ、平成 29 年 4 月には、
JA 兵庫みらい、兵庫県加西農業改良普及センター、加西市農業委員会を構成
員として加西市新規就農促進協議会を設立。市内での就農受け入れに向けた
体制強化を図り、取り組みを推進してきました。現在、認定新規就農者は 15
人となり、その家族も合わせると 27 人の人口増・定住効果が出ています。
　1 月 27 日には、全国から自治体や農業法人などが集まる「新・農業人フェア」

（大阪会場）に初出展し、来場者に就農支援策の PR と就農相談を行いました。 新・農業人フェアで就農相談を行う市職員



14

広報かさい　2018.3 月号

協力隊員：下江一将さん、立花莉絵子さん
日時：3/23（金）報告会・卒業式 18:30 ～ 20:00  感謝祭 20:00 ～ 21:30
場所：えぇもん王国（北条町横尾 473-1）　募集期間：3/16（金）まで
参加費：ゲストトークは無料。感謝祭は 2,000 円（軽食付）。
申込先：観光まちづくり協会☎ 42-8715　kanko@city.kasai.lg.jp

第23回		加西まち活ゆめ広場『「ローカル・プロデューサー」「ロー
カル・ライター」として～地域おこし協力隊1期生卒業式～』
加西市に移住してから 3 年。地域の魅力的な
人や眠っている資源を掘り起こした地域おこし
協力隊の 2 人が、実績と今後の活動について
報告します。また、卒業式も行います。

立花さん

講座・イベント

市民会館からのお知らせ
■ 0才からのジャズコンサート
日時：5/27（日）① 11:00 ～
② 14:00 ～
出演：数々の名門ビッグバンドで演
奏するピアニスト／クニ三上、林正
男（ベース）、横山和明（ドラムス）
料金：大人 1,200 円（中学生以上）
子ども 300 円（0 歳～小学生）
※自由席
チケット発売日：3/17（土）
■パティシエが教えるスイーツ講座
日時：3/19（月）13:00 ～ 15:30
■自家製天然酵母のパン講座
日時：3/22（木）9:30 ～ 12:00
■アルジュングプタの親子 de イン
ドヨガ教室
日時：3/24（土）13:30 ～ 14:30
場所・問合先：市民会館☎ 43-0160

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：5/6 ～ 12/2 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：5/1 ～ 12/4 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
※応募多数の場合は選考により決定

（4 月中旬までに文書で通知します）
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：3/20（火）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

横尾歴史街道みてあるき
期間：4/1（日）～ 8（日）
10:00 ～ 15:00
場所：横尾歴史街道
内容：北条小児童の絵画や北条保育
園児の作品を展示。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・パッチワーク展（井上家）。
※お茶席は 4/4（水）のみ
● 4 月 1 日限りのお楽しみ
日時：4/1（日）11:00 ～
内容：北部公民館出前講座“落語”、
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、神戸中華街の肉まん、巻き寿司

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。秋にも“みてあるき”を開催予定。

第 10 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宿界
隈において、各家庭で 20 ～ 60 年
間保管されてきたひな飾りを展示し
ます。
期間：3/10（土）まで
10:00 ～ 16:00
場所：北条の宿界隈
主催：NPO 法人まちづくり北条
問合先：観光案内所☎ 42-8823

下江さん
第 6 回鐵心書道展

日時：3/17（土）～ 21（水）
9:00 ～ 17:00 ※ 17 日は 13:00 ～
17:00。21 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

蓮の花托（殻）飾り親子教室
日時：3/25（日）13:00 ～ 15:00
場所：上野田町公民館
参加費：無料
申込：住所・氏名・電話番号・人数
を下記まで
申込先：下里地区ふるさと創造会議

（西岡）☎＆℻ 48-2332
shigeto1953@yahoo.co.jp

加西風土記の里ウォーク
■桜並木の万願寺川散策コース
日時：3/31（土）10:20 ～
約 8km　※雨天中止
集合場所：網引駅
参加費：無料　※昼食持参
問合先：観光まちづくり協会
☎ 42-8715
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日時：3/24（土）　※男女ともにセミナーと婚活に参加可能な方
男性／セミナー 13:00 ～ 14:00（受付 12:45 ～）模擬婚活 14:30 ～ 15:30
女性／セミナー 14:30 ～ 15:30（受付 14:15 ～）
男・女性／アロマ婚活 16:00 ～ 18:00
場所：市民会館（セミナー）、えぇもん王国（婚活・模擬婚活）
対象（定員）：18 ～ 49 歳の独身の方（男女とも 20 人）
※本人確認のため、当日受付で身分証明書を提示してください。
参加費：男性 3,500 円　女性 2,500 円（軽食あり）
※加西市出逢いサポートセンター登録者は 1,000 円 off（募集締切日までに
登録の方は割引可）。締切日後のキャンセルは、キャンセル料がかかります。
申込：①住所②氏名③生年月日④電話番号⑤メールアドレスを明記の上、
加西市出逢いサポートセンター（kasaideaisapo@gmail.com）へメー
ル　※携帯電話で申込の場合は、受信指定をしてください。
募集期間：3/18（日）まで　　協力：CAMILLE
問合先：加西市出逢いサポートセンター☎ 43-1551（いごこち）
　　　　播州いのべ～団☎ 080-6141-1151（いいこい）

魅力UP セミナー＆アロマ婚活　～香りで自分を知って魅力
UP！あなたにピッタリの素敵な相手を見つけよう♡～

運動教室＆イベント
■運動普及員養成講座
日時：3/14（水）13:30 ～ 15:00
場所：健康福祉会館
内容：ストレッチ、脳トレーニング、
リズム体操など
持ち物：上靴、タオル、飲み物、筆
記用具
■自主活動応援教室
簡単なストレッチ、リズム体操、脳
トレーニングを覚えて、地域などの
自主活動で実践しませんか。
日時：3/23（金）13:30 ～ 14:30
場所：健康福祉会館
持ち物：上靴、タオル、筆記用具、
飲み物
■大人のよか余暇くら部
日時：3/23（金）19:00 ～ 20:30
場所：加西勤労者体育センター
内容：アルティメット
対象：20 ～ 60 歳の方
持ち物：運動靴、タオル、飲み物

定員：先着 20 人
参加費：無料
申込先：健康福祉会館☎ 42-6700

日時：3/16（金）19:00 ～ 21:00　受付 18:30 ～
場所：アスティアかさい 3 階会議室
対象（定員）：18 ～ 49 歳までの独身女性（10 人）　※多数の場合は抽選
参加費：無料　　持ち物：たて鏡、ダブルピン、ターバン
申込：①住所②氏名③電話番号④メールアドレスを明記の上、加西市出逢
いサポートセンター（kasaideaisapo@gmail.com）へメールまたは電話、
FAX　※携帯電話で申込の場合は、受信指定をしてください。
募集期間：3/11（日）まで　　協力：Private Salon U-nami
問合先：加西市出逢いサポートセンター☎＆℻ 43-1551（いごこち）

愛されモテメイク術レッスン～婚活パーティーはツヤ肌で決まり !!～
派手すぎない婚活向けの上品でいながら、男性ウケす
る魅力的なメイクのコツやテクニックを学びます。

五百羅漢石仏作品展
「石仏彫り体
験 」 の 参 加
者 と 北 条 東
小 5・6 年生
の ク ラ ブ 活
動「 ら か ん
ク ラ ブ 」 が
制作したミニ石仏を展示します。
期間：3/12（月）まで
9:00 ～ 17:00
場所：五百羅漢境内ギャラリー
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8715

60 歳以上・障がい者対象
	のヒップホップ教室

日時・対象：原則第 1・3 日曜日
60 歳以上　　10:00 ～ 11:00
障がい者　11:00 ～ 12:00 ※障が
い者・療育手帳等をお持ちの方など
場所：アスティアかさい 3 階地域
交流センター
内容：高齢者／介護予防を目的とし
たヒップホップダンス　障がい者／
相互交流や自己表現力の向上を目的
としたヒップホップダンス
申込先：Do-it（地域交流センター
登録団体）☎ 090-3267-3120

北条高校美術部「北高展」
地域おこし協力隊の植村隊員の協力
もあり、今年度の部活動の集大成と
して、作品を展示します。
期間：3/24（土）～ 31（土）
8:30 ～ 17:00 ※ 31 日は 15:00 まで
場所：善防公民館オープンギャラリー
問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706

社納税協会「簿記教室」
日時：6/6 ～ 7/11 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
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■ねひめキッズからのお知らせ
●ありがとう！ねひめキッズ「お別れ会」
日時：3/13（火）11:00 ～ 12:00
内容：「おやゆび姫」による人形劇など
●すくすく・かんがるーひろば
子どもの身体測定やママ同士でお話をしましょう。
日時：3/13（火）10:00 ～ 11:00
問合先（場所）：ねひめキッズ☎ 42-5710
※ねひめキッズの開園は 3 月 27 日（火）までです。

わくわく子育て情報

■ほくぶキッズからのお知らせ
●わくわくコンサート～みんな笑顔になあれ～
日時：3/19（月）10:00 ～ 11:00
場所：市民会館コミュニティセンター 3 階遊技室
講師：足立博美さん、梅谷浩子さん（県認定音楽療法士）
問合先：ほくぶキッズ☎＆℻ 44-0719

■愛の光キッズからのお知らせ
●オーロラ英語遊び☆英語を楽しもう！
日時：3/13（火）10:30 ～ 11:10
●アイキスポーツ☆親子運動遊び
日時：3/23（金）10:30 ～ 12:00 
●リトミック＆クラフト☆音楽リズム遊び
日時：3/26（月）10:30 ～ 11:30

対象：0 ～ 3 歳児と親　参加費：無料※全て要申込
申込先（場所）：愛の光こども園☎ 48-2733

■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！
日時：3/16（金）10:00 ～ 11:00
内容：ペープサート・絵本読み聞かせ（ゆうゆう）、
ハンドベル演奏（みつばちマザーズ）など
持ち物：座布団、ひざ掛け
●キッズ☆ベビーダンス
日時：3/23（金）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）
対象：歩ける子ども～ 4 歳児と親
持ち物：バスタオル、体育館シューズ、靴袋、飲み物
申込・問合先（場所）：ぜんぼうキッズ（善防公民館）
☎＆℻ 48-3404

くらし

ランニング教室
ランニングの基本
や大会に向けた練
習方法を習得して、
ワンランクアップ
を目指しませんか。
日時・対象：3/11（日）
①小学 1 ～ 3 年    9:30 ～ 10:15
②小学 4 ～ 6 年  10:20 ～ 11:05
③中学生以上　　11:10 ～ 12:10
※ 8 時の時点で雨天の場合は中止
場所：丸山総合公園
定員：①②は各 20 人、③は 15 人
※先着順
参加費：300 円（飲み物・保険料等）
申込：住所・氏名・電話番号・《中
学生以上は、1 週間の運動時間・走
行距離、ランニング歴、ランニン
グが原因のケガ経験》を記入の上、
FAX またはメール
申込先：丸山総合公園管理事務所
☎ 35-8872　℻ 35-8873
qquh8ee9k@wind.ocn.ne.jp
※こども工作教室も同時開催してい
ます。参加希望の方はお問い合わせ
ください（要申込、無料）。

第 41回町親善ソフトボール
	大会参加チーム募集

日時：4/29（日）8:30 ～
※雨天の場合 4/30（月・祝）
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　※学生不可
参加費：1 チーム 7,000 円
募集期間：4/2（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  体育協会事務局☎ 47-1420

スポーツ大会の結果
■ねひめ杯グラウンドゴルフ大会

（1/21、青野運動公苑）
1 位 栗山信男　2 位 大西庸雄
■すぱーく加西杯グラウンドゴルフ
大会（1/27、すぱーく加西）
1 位 坪木貞子　2 位 栗山信男
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773

加西市サッカースポーツ
	少年団員募集

サッカースポーツ少年団は、団員を
募集しています。随時見学も受付中
です。入団方法や練習日など、詳し
くはお問い合わせください。
連絡先：北条／玉木☎ 42-8827
　　　　善防／森井☎ 48-3476
　　　　九会／奥本☎ 49-1324
　　　　泉／宮内☎ 0795-37-0414

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（水）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

加西児童合唱団	定期演奏会
日時：3/17（土）14:00 ～ 16:00
場所：アスティアかさい 3 階
問合先：加西児童合唱団事務局（市
民会館内）☎ 43-0160
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ちょっと待って !!		架空請求ハガキかも ??	
【事例】「総合消費料金に関する訴訟最終告知」というハガキが届いた。訴
訟や差し押さえなどと書かれており、怖くなってハガキに書いてあった電
話番号に連絡したところ、「あなたは買った物の代金を支払っていないた
め、企業から訴えられている。弁護士に確認したが取り下
げに間に合わないので、示談金として 10 万円をコンビ二
で支払うように」と言われた。まったく身に覚えがないの
に支払わなければならないのか。

問合先：加西市消費生活相談窓口（月～金 9:00 ～ 16:30 ※祝日除く）
☎ 42-8739、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】ハガキによる架空請求に関する相談が増加しています。行政機関
などを装い、「未納料金の訴訟最終告知」等と書かれたハガキが自宅に届
き、文面に「訴訟」「差し押さえ」などと法律用語を使って不安をあおり、
ハガキに記載のある連絡先に電話をかけさせようとするものです。連絡を
するとお金を要求されたり、個人情報を知られてしまったりするケースも
あります。このようなハガキが届いても、決して連絡してはいけません。
不安な時は、早めに消費生活相談窓口までご相談ください。
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期限内納付にご協力を
平成 29 年度国民健康保険税 9 期の
納期限は 4 月 2 日（月）です。
問合先：税務課☎ 42-8712

転職・退職した時は国民
	年金の手続きを忘れずに

厚生年金保険の加入者が退職した場
合や、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
切り替える必要があります。その際、
退職者に扶養の配偶者も、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、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

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

加西商工会議所女性会
	創立 30 周年記念講演会

■タニタで学んだ成功法則～体脂肪
計・社員食堂を創った経営とは？～
経営学を客観的視点で語り継ぐと同
時に、最新の心理学・NLP やポジ
ティブ心理学の視点で成功要因を分
析し、ビジネスや日常生活で応用で
きる方法を解説します。
日時：3/10（土）14:00 ～ 15:30
場所：フラワーセンター  花の展示
ホール
講師：谷田昭吾さん（ヘルスケアオ
ンライン㈱代表取締役）　※体脂肪
計で有名であり、社員食堂でも話題
の㈱タニタの創業ファミリー。父の
谷田大輔さん（㈱タニタ前代表取締
役社長）の最も近くで経営学を学
び、赤字企業だったタニタを成長さ
せた「タニタの成功法則」を受け継
がれています。
受講料：無料　※要申込
申込先：加西商工会議所☎ 42-0416

働き方改革セミナー～多種
	多様な働き方と処遇改善～

平成 25 年の労働契約法の改正によ
り、30 年 4 月からパート社員など
の労働者に無期雇用転換の申込権が
発生します。場合によっては労働者
が亡くなるまで、終身雇用が求めら
れる可能性があります。また、働き
方改革関連法案では、時間外労働の
上限を罰則付きで定めることや非正
規社員の賃金を正社員並みに引き上
げることなどが盛り込まれていま
す。企業としては、思わぬ不利益を
被らないよう、早期に就業規則の整
備や人事処遇の見直しを進めていく
必要があります。
日時：3/16（金）10:00 ～ 11:20
場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：宮内雅也さん（社会保険労務
士）
定員：先着 50 人
受講料：無料
申込先：加西市産業活性化センター

（加西商工会議所内）☎ 42-0416

繁陽地区コミュニティ供用
	施設が完成

防衛省の防衛施設周辺民生安定施設
整備事業補助金を活用して、繁陽地
区にコミュニティ供用施設を整備し
ました。外観は周囲の景観に合わせ
た仕様となり、ホールと小会議室を
備え、地域内で
の会議などに活
用できる施設と
なりました。
問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706
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■2カ月児（先天性股関節脱臼）健診	
日時：3/22（木）13:00 ～ 13:45
対象：平成 30 年 1 月生まれの乳児
■ 4 カ月児健診
①日時：3/6（火）13:00 ～ 13:45
対象：平成29年10月生まれの乳児

②日時：4/3（火）13:00 ～ 13:45
対象：平成29年11月生まれの乳児

■ 1 歳 6 カ月児健診 
日時：3/13（火）13:00 ～ 13:45
対象：平成 28 年 9 月生まれの幼児
■ 2 歳児教室
日時：3/28（水）13:00 ～ 13:15、

14:00 ～ 14:15
対象：平成 28 年 3 月生まれの幼児
■ 3 歳児健診
日時：3/20（火）13:00 ～ 13:45 
対象：平成 27 年 1 月生まれの幼児
■乳幼児保健相談
日時：3/15（木）13:00 ～ 13:45
対象：希望者
■離乳食講習会初期（予約制）
日時：3/26（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：3/23（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/ 9（金）13:00 ～ 13:30
②日時：4/13（金）13:00 ～ 13:30
対象：妊娠 5 カ月以降のママ・育
児協力者
※時間は全て受付時間
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 4 日（日）　大杉内科医院  　☎ 47-0023（別府町）　　　
3 月 11 日（日）　おりた外科胃腸科医院 　☎ 42-6000（北条町）　　　　
3 月 18 日（日）　横田内科医院　 　☎ 42-5715（北条町）
3 月 21 日（水）　西村耳鼻咽喉科　　　 　☎ 42-6020（北条町）　　　
3 月 25 日（日）　みのりクリニック 　☎ 49-8470（下宮木町）　
4 月 1 日（日）　小野寺医院  　☎ 48-3737（王子町）　　　　
4 月 8 日（日）　北条田仲病院　 　☎ 42-4950（北条町）　　　　

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。
問合先：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

ひょうご憩の宿「いこいの村はりま」が 4月1日再オープン !!
耐震改修工事や内外装などをリニューアルし、4 月 1 日に再オープンし
ます。広大な敷地内には梅や桜が咲き誇り、散歩やスポーツ（グラウンド
ゴルフなど）を楽しむことができます。また、
旬の食材を盛り込んだ季節の料理もお勧めで
す。ぜひご利用ください。宿泊など、詳しくは
ホームページをご覧ください。
問合先：いこいの村はりま☎ 44-1750

パブリックコメント「市民
	の皆さまの意見を募集」

閲覧場所にある「意見用紙」を提出
してください。
■地域公共交通網形成計画（案）
内容：必要な公共交通を継続的に運
営するための計画
閲覧場所：人口増政策課、4 公民館、
地域交流センター　※市ホームペー
ジでも閲覧できます。
募集期間：3/9（金）まで
問合先：人口増政策課☎ 42-8700

都市計画決定の変更
東播都市計画下水道（加西市公共下
水道）の都市計画決定を変更しまし
た。変更図書については、都市計画
課で縦覧できます。
変更決定日：2/5（月）
変更内容：市街化区域への編入を予
定している繁昌町および常吉町地区
の一部と、防災備蓄倉庫の整備を行
う鶉野飛行場跡地を公共下水道区域
へ追加編入
問合先：都市計画課☎ 42-8753

がんの粒子線治療の相談・
	診断が受けやすくなりました

がん細胞に効率的、効果的治療が可
能な粒子線治療の相談・診断を、新
たに開設した神戸陽子線センターの
外来で行います。治療を検討されて
いる方はお問い合わせください。
問合先：県立粒子線医療センター附
属神戸陽子線センター（神戸市中央
区）☎ 078-335-8001
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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 3/7（水）、28（水）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 3/1（木）、15（木）、4/5（木）13:30 ～ 14:10
加東健康福祉事務所　※予約制、匿名、原則無料

こころのケア相談☎ 0795-42-9367 3/22（木）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☎ 43-1281 3/ 8（木）13:30 ～ 16:00　健康福祉会館
知的障害者福祉相談☎ 42-8725 3/19（月）10:00 ～ 12:00　健康福祉会館
精神障害者福祉相談☎ 42-8725 3/28（水）13:00 ～ 15:00　市役所 6 階会議室
心配ごと相談☎ 43-0303 3/ 8（木）13:30 ～ 16:00、22（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/ 6（火）、4/ 3（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（祝日を除く）　8:30 ～ 17:15　神戸地方法務局社支局
行政相談（行政に係る諸問題）☎ 42-8739 3/22（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
法律相談☎ 43-0303 3/22（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　健康福祉会館内地域包括支援センター

外国人生活相談と外国人に関する相談☎ 33-9455 日・火・水・木・土曜日　9:00 ～ 18:00
アスティアかさい 2 階　※通訳あり（予約制）

ボランティア相談☎ 43-8133 3/1（木）13:30 ～ 15:30  健康福祉会館

若年無業者に関する相談☎ 078-915-0677 3/5（月）、19（月）13:00 ～ 17:00
アスティアかさい 3 階ワークルーム

おくやみ

敬称略。1/19 ～ 2/16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。
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死亡数／ 47 人

女／ 22,837（－ 19）世帯数／ 17,696（＋ 11）｜ ｜ ｜
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■ 3/7、14、28 は市民課・国保医療課窓口を延長（17:15 ～ 19:00）

見
や
す
い
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
フ
ォ
ン
ト
を
採
用
し
て
い
ま
す
。

5月4日「第3回加西能」を開催 問合先／文化・観光・スポーツ課☎42-8756
　　　　℻42-8745  kanko@city.kasai.lg.jp

　人間国宝の大槻文蔵さんや野村萬斎さんなど、日本
を代表する能楽師による公演「第 3 回加西能」を開
催します。また、加西市こども狂言塾の塾生が新作狂
言『根日女』を演じます。鑑賞にはチケットが必要で
す（『根日女』は鑑賞無料、全席自由）。

■日時／ 5 月 4 日（金・祝）16:00 ～ 19:15
■場所／加西市民会館文化ホール
■スケジュール
16:00 ～ 16:40 新作狂言『根日女（ねひめ）』
17:10 ～ 17:55　仕舞『頼政（よりまさ）』

狂言『蝸牛（かぎゅう）』
18:15 ～ 19:15　能『杜若（かきつばた）恋之舞』

チケット販売（全席指定）
■販売席数／ 798 席　■販売日（予定）／ 3 月 10 日（土）
■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、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

　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 5 期生を、4 月 2 日（月）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
狂言塾に興味のある方は、ぜひお越しください。
■日時／ 3 月 31 日（土）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）
■対象／播磨地域在住の小学 3 ～ 5 年生（3 月 1 日現在）
■申込先／文化・観光・スポーツ課☎ 42-8756新作狂言『根日女』を演じるこども狂言塾の塾生

演者／加西市こども狂言塾
あらすじ／播磨国賀毛（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）』
演者／大槻文蔵（人間国宝）、観世銕之丞、
　　　藤田六郎兵衛、福王和幸　ほか
あらすじ／諸国一見の僧が三河国（愛知県）八
橋を通りかかると、杜若の花が美しく咲いていた。僧が花
を眺めていると、一人の女が現れ、この杜若は『伊勢物語』
で在原業平が歌に詠んだ花だと教える。女は、僧に一夜の
宿を貸し、業平と二条の后の形見の品を見せる。実は彼女
こそ、業平によって歌に詠まれた杜若の精なのであった。
杜若の精は、『伊勢物語』の故事を語って舞い、業平が実は
神仏の化身であることを告げる。やがて朝になり、草木成
仏の法味に浴した杜若の精は、救いの道を得て消えてゆく。

能『杜若（かきつばた）恋之舞』

大槻文蔵

演者／野村萬斎、高野和憲、月崎晴夫、内藤連
あらすじ／修行を終えて帰る途中の山伏が竹やぶで休んでいると、主人の命令で、長寿の薬に
なるという「蝸牛（かたつむり）」を捕りに太郎冠者がやってくる。太郎冠者が山伏を蝸牛だ
と思い込み声をかけると、面白がった山伏は蝸牛になりすまして太郎冠者をからかう。さらに
山伏は、囃子言葉に浮かれてなら同行しようと、太郎冠者にかたつむりの囃子言葉を教える。

狂言『蝸牛（かぎゅう）』

野村
萬斎

公開お稽古（こども狂言塾の塾生募集中）


