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教育長に兼松儀郎さんが就任（p2）

●北播磨地域健康大学講座のご案内（p2）

●ワンコイン検診をはじめました（p3）

●加西で働こう！ 第23回合同就職面接相談会（p5）
加西市ホームページ

●おばあちゃん、いつまでも元気でね！（7 月 9 日　グループホームしらゆりの家）
今年で 4 回目となる北条東こども園の交流事業で、子どもたち 29 名がグループホームしらゆりの家を訪問しました。かわいい
歌声や楽しい話し声が、しらゆりの家にあふれ、子どもたちとの楽しいひとときに、市内で最高齢となる福井とみさん（105 歳）
もとびきりの笑顔になりました。
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　医師、歯科医師、薬剤師などが、毎回テーマを変えて健康に関する講義をします。

　8 割以上の講座に出席された方には、兵庫県知事および兵庫県医師会長連名の修了証をお渡しします。

●日時・内容　希望する講座のみの参加も可能

●時間　13:30 ～ 15:30（受付 13:00 ～ 13:30）

●対象　北播磨地域にお住まいの方　　●定員　先着 80 人（参加無料）

●募集期間　8/6（月）～ 31（金）

●申込方法　健康課へ直接または電話で申し込みください。

　　　　　　※後日案内を郵送します。

●主催　兵庫県・兵庫県医師会・加西市医師会　　●共催　加西市

開催日・場所 ①内容と講師（13:30 ～ 14:25） ②内容と講師（14:35 ～ 15:30）

9/20（木）
健康福祉会館

開講式
「健康とは」
米田秀志医師（米田病院）

「泌尿器科を知っていますか？」
玉田博医師（たまだ泌尿器科クリニック）

9/27（木）
コミセン

「服用薬を少なくするために」
繁田泰明薬剤師（繁田薬局中野店）

「健康寿命を延ばすために～がんの予防を中心に～」
北嶋直人医師（加西病院）

10/3（水）
健康福祉会館

「ワクチンについて」
酒井圭子医師（さかいこどもクリニック）

「胃がん、大腸がん検診と内視鏡検査」
佐竹信哉医師（佐竹医院）

10/11（木）
コミセン

「ガンと在宅医療」
小野寺健介医師（小野寺医院）

「こわい胸痛、こわくない胸痛」
安田知行医師（安田内科・循環器内科クリニック）

10/17（水）
コミセン

「皮膚病の話（身近な病気を中心に）」
成瀬一弘医師（なるせ皮膚科）

「生活習慣病について」
桃原奈央子保健師（市健康課）

10/24（水）
コミセン

「耳鳴りと難聴」
西村俊二医師（西村耳鼻咽喉科）

「歯と口の健康のはなし」
初田将大歯科医師（初田歯科医院）

11/1（木）
健康福祉会館

「高齢者の腰痛と膝の痛みについて」
三輪篤子医師（坂部整形外科）

「胃がんと大腸がんについて」
生田肇医師（加西病院）

11/8（木）
健康福祉会館

「目のおとし穴」
坂井譲医師（加西病院）

「身近な疾患、認知症を知る」
前田真伸医師（まえだ内科神経内科クリニック）
閉講式

北播磨地域健康大学講座のご案内
問合先／健康課（健康福祉会館内）☎42-8723
　　　　fax42-7521　kenko@city.kasai.lg.jp

●経歴

昭和 45 年　京都大学教育学部卒業

昭和 51 年　兵庫県立小野高等学校教諭

昭和 63 年　兵庫県教育委員会事務局

平成 11 年　京都産業大学助教授

平成 20 年　鳴門教育大学大学院教授

平成 25 年 3 月退職

兼松儀郎（70 歳）

　社会が急速に変化する中、子どもたちが

未来を切り開いて生きていく力を身に付け

ることを願っています。学校・家庭・地域

が一体となって教育の一層の充実を図り、

『教育都市かさい』の実現を目指します。

　7 月 19 日新しい教育長に、兼松儀郎氏が就任しました。任期は 3 年間となります。

教育長に兼松儀郎さんが就任
問合先／教育総務課☎42-8770　fax43-1803
　　　　kyoiku@city.kasai.lg.jp

平成 30 年 7 月豪雨災害義援金募金箱の設置について

このたびの豪雨災害により、被災された方々を支援するため、募金箱を設置します。ご協力をお願いします。

●設置場所　市役所、アスティアかさい地域交流センター、加西病院、健康福祉会館、市内 4 公民館など

●問合先　総務課 42-8702
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ワンコイン検診をはじめました 問合先／加西病院総務課☎42-2200

　市立加西病院では、気になる検査項目一つにつき、500 円で検査を受けられる「ワンコイン検診」をはじめました。

　自身の健康状態は、気になるけれど「時間がとれない」「金額が高くて…」などの理由で、受診できていない方のために、

検査項目を限定し負担を押さえたものとなっています。日々の健康管理と病気の早期発見・診断につなげましょう。

●検査方法　血液検査・尿検査

●検査項目

　①血糖が気になる方：血糖、ヘモグロビン A1c

　②肝臓が気になる方：AST、ALT、γ -GTP

　③脂質が気になる方：総コレステロール、中性脂肪、

　　HDL- コレステロール、LDL- コレステロール

　④腎臓が気になる方：尿素窒素、クレアチニン、

　　尿蛋白、尿潜血

　⑤痛風が気になる方：尿酸

　⑥貧血が気になる方：血清鉄、血球検査

　⑦採血総合セット：お得な①～⑥のセット

●結果報告　郵送または、検査技師による説明

　検査結果は、一週間以内にご自宅に郵送します。

　検査結果の説明を希望される場合は、採血後、　臨床

　検査技師が説明します（50 分程度の待ち時間が必要）。

●料　金　　

　①～⑥…各 500 円　⑦…2,000 円　

松尾弥生さんが兵庫県社会教育委員協議会表彰

　加西市の社会教育行政に貢献されている松尾弥生さん（社会教育委員）が、7 月 4 日にホテル北野プラザ六甲

荘で行われた兵庫県社会教育委員協議会総会で、兵庫県社会教育委員協議会表彰を受けました。

●受付時間・場所

　・10:00 ～ 16:00　外来診察受付

　※本人確認のためにマイナンバー　

　カードや運転免許証などの身分証明

　書をご用意ください。

シリーズ　「地域の思い、地域の力を生かす」　ふるさと創造会議インタビュー

①宇仁郷まちづくり協議会
●活動内容

　平成 20 年に宇仁校区の 6 町が集まり設立された同

協議会を基盤に、平成 25 年 12 月に、市内で最初の

ふるさと創造会議として再スタートしました。現在 9

部会で活動しています。「宇仁郷と言えば朝市」と言

うほどに朝市は有名になりました。平成 25 年には子

育て支援事業で文部科学大臣賞を受賞、平成 27 年に

は歴史資料館がオープンし、翌年に始めた「宇仁っ子

ふるさとガイド隊」は、宇仁小学校の児童がコスモス

まつり等で郷土の歴史を案内しています。毎月発行し

ている「宇仁郷通信」は 100 号を超えました。

●ココ、力入っています

　住宅促進部会では、兵庫県から「新規居住者の住宅

区域」の指定を受け、4 軒の方が新しく住まれていま

す。6 月には「地区土地利用計画」を作成し、さらな

る住宅区域の拡大を目指しています。

●将来の夢を

　この地域も高齢化が進んでいます。しかし社会環境に

負けずに、人口増を目指し、大いににぎわう田舎にしたい。

住民主体の地域づくりを推進するため、平成 25 年 9 月から「ふるさと創造会議」制度がスタート。

昨年度、市内すべての小学校区で設立されました。各地区の特色を生かした活動をシリーズとしてご紹介します。

毎週開催している宇仁の朝市

今回お話を伺った、左から常峰八郎さん（前会長）、稲木善英
さん（会長）、山本勇二さん

●宇仁地区の状況（6 月末現在）

構成町数：6 町　面積：9km2　世帯数：634 世帯

人口：1,626 人（14 才以下 9.4％、65 歳以上 37％）
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　姉妹都市米国ワシントン州プルマン市を訪問する中学生親善訪

問団員を募集します。

　生の英語に触れ、外国家庭での文化や生活を体験することで、

豊かな国際感覚を育むことができます。また、派遣前に 7 回程度、

ALT による英会話レッスンを受けることができます（無料）。

　加西市は、平成元年にプルマン市と姉妹都市提携を締結して以

来、加西市からは中高生を交えた訪問団を 16 回派遣し、プルマ

ン市からも 12 回の訪問があり、交流を深めてきました。

　

外国での生活を体験。豊かな国際感覚を
問合先／秘書課☎42-8701　fax43-0291  
　　　　hisho@city.kasai.lg.jp

リンカーン中学校にて記念撮影（前回訪問時）

●中学生親善訪問団員を募集

訪問期間　平成 31 年 3 月 25 日（月）～ 4 月 3 日（水）

※航空機などの事情により変更になる場合があります。

訪問地　米国ワシントン州のプルマン市、シアトル市、

ロサンゼルス市

対象　心身ともに健康で長期の団体生活に適応でき、積

極的な学習意欲のある市内在住の中学校 2・3 年生

費用　自己負担額 15 万円程度（旅費・宿泊費・その他

公的な経費約 30 万円の半額が人材育成基金から助成さ

れる予定です。パスポート取得費用等は含みません）

募集人数　8 人

申込　所定の申込書に必要事項を記入し、「参加したい

理由と抱負」をテーマにした作文（800 字以上 1200

字以内）と共に提出してください。

募集期間　9 月 30 日（日）まで

選考会　10 月 20 日（土）

※決定者には、説明会や事前研修、帰国後報告会に参加

していただきます。

実施・申込先　〒 675-2312　加西市北条町北条 28-1

アスティアかさい 2 階　NPO 法人ねひめカレッジ

☎ 33-9455（月・金・祝は定休日）

nehime@kasai-kokusai.info

　特定基本健診は、身体測定

や血液・尿検査などを行うこ

とで、生活習慣病の危険性を

知ることができます。

　メタボリックシンドロームを早期に発見し、

生活習慣病を防ぎましょう。健診は、町ぐるみ

健診または医療機関で受診することができま

す。年に一度は受診し健康状態を確認しましょ

う。がん検診等と一緒に受診することもできま

す（別途料金必要）。

　また、特定健診未受診の方を対象に、戸別訪

問・電話・文書により、受診勧奨を行っていま

す。ご理解とご協力をお願いします。

あさじ医院 ☎ 44-0225 西村医院 ☎ 49-0001

安積医院 ☎ 46-0361 堀井内科医院 ☎ 49-0150

大杉内科医院 ☎ 47-0023 まえだ内科神経内科クリニック ☎ 45-2050

小野寺医院 ☎ 48-3737 みのりクリニック ☎ 49-8470

おりた外科胃腸科医院 ☎ 42-6000 安田内科循環器内科クリニック☎ 43-7931

佐竹医院 ☎ 42-4057 横田内科医院 ☎ 42-5715

市立加西病院 ☎ 42-2200

●実施医療機関（直接医療機関へ電話予約）

生活習慣病を防ぎましょう 問合先／国保医療課☎42-8721　fax42-1792
　　　　kokuho@city.kasai.lg.jp

●町ぐるみ健診（時間は 8:30 ～ 11:45）

日程　9/8（土）、19（水）、20（木）、21（金）、10/31（水）、

11/1（木）、2（金）、12/16（日）

場所　JA 兵庫みらい本店（農協会館）

申込方法　3 月に配布の申込書を健康課（健康福祉会館内）へ郵

送または持参。国保医療課窓口での申し込みも可能です。申込書

がない方は窓口でお渡しします。

●対象　40 ～ 74 歳の国民健康保険に加入の

方や 75 歳以上（後期高齢）の方

※加入保険に関係なく 20 ～ 39 歳の方も、町

ぐるみ健診で受診することができます。 ※国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者に、人間ドックの受

診費用の一部を助成しています。詳しくはお問い合わせください。
●料金　無料
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加西で働こう！ 第23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　 8/17（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　平成 30 年 6 月 27 日現在

●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 31 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。

※最新情報は加西商工会議所ＨＰでご確認ください。

働きたいけど、就職活動の仕方がわからない、自分に

自信がない方、一度自分を見つめなおしてみませんか？

日時　8/20（月）10:00 ～ 12:00

場所　アスティアかさい 3 階集会室

講師　山脇洋子さん（あかし若者サポートステーション）

受講料　無料（先着 20 人）

申込先　加西市ふるさとハローワーク☎ 42-7600

～就職支援セミナー～自分に合う仕事って何だろう？

目標と具体的な応募先を考える

浜本保険㈱　菅野包装資材㈱　小田鉄工㈱　伊丹産業㈱

㈱千石　日本磁性材工業㈱　㈱ＨＥＲ　マルユー包装㈱

㈱東洋金属熱錬工業所　㈱協和製作所　是常精工㈱

㈱コタニ　㈱谷口金属熱処理工業所兵庫工場　植田石油㈱

三和マーク工業㈱　㈱ナカハラ　加西商工会議所

農業委員・農地利用最適化推進委員が決定
問合先／農業委員会事務局☎42-8782
fax42-8732　nogyo@city.kasai.lg.jp

農地利用最適化推進委員 農業委員

担当地区 氏　　名 住　　所 氏　　名 住　　所

北条区域 植田　孝 北条町小谷 水田　加代子 北条町横尾

富田区域 籘原　励 谷町
職務代理  

後籘　義彦
窪田町

賀茂北区域 中川　國男 山下町
藤井　正 西剣坂町

賀茂南区域 長井　繁明 東長町

下里北区域 岩﨑　五郎 中西町
竹内　百合子 坂本町

下里南区域 梅野　豊秋 坂本町

九会区域 中井　一視 網引町 岡本　忠義 中野町

富合東区域 藤田　孝一 青野原町
会長

吉田　一男
常吉町

富合西区域 石原　修臣 朝妻町 西脇　稔晃 玉野町

日吉区域 松尾　認 河内町
中塚　良行 池上町

西在田区域 小池　良信 下万願寺町

宇仁区域 内橋　義葊 田谷町

塚本　竹士 国正町在田南区域 頃安　一吉 中富町

在田北区域 髙見　正明 広原町

農業委員会等に関する法律の改正により、農地利用最適化推進委員が新設され、地域農業

のさらなる発展を目指し、新しい体制による農業委員会がスタートしました。

●あなたのまちの農業委員・農地利用最適化推進委員

※任期は平成 33 年 6 月 1 日まで

企業ごとに個別面談
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●総合開会式

　日　時　10 月 7 日（日）8:30 ～

　場　所　アラジンスタジアム

　※雨天時：健康福祉会館

●各種競技

　申込先　下表参照

　締　切　各競技大会の要項参照

各競技大会の要項と参加申込書は、文化・観光・スポーツ課や各公民館にあります。市ホームページにも掲載しています。

№ 大会名 開催日 場所 参加費・申込締切日など

1
市長旗争奪野球大会 9/30 ～ アラジンスタジアム

市民グラウンド
協会登録ﾁｰﾑは、3,000 円
協会未登録ﾁｰﾑは、4,000 円

申込先　参加申込書を 9/4 の 18:30 から 19:00 の間に加西市軟式野球協会事務所（アラジンスタジアム内）へ持参

2
町対抗家庭バレーボール大会 10/14 富田小、九会小、富合小、西在田小、

泉小、特別支援学校体育館
１ﾁｰﾑ 2,000 円
締切 8/20（17:00 まで）

申込先　〒 675-2395　加西市北条町横尾 1000　文化・観光・スポーツ課　☎ 42-8773　fax42-8745

3
親善サッカー大会 10/7、14 ぜんぼうグリーンパーク 小中学生 1 ﾁｰﾑ 1,000 円

一般 1 ﾁｰﾑ 3,000 円

申込先　〒 679-0103　加西市別府町 2664-315　西村　治　☎ 47-0865　fax47-0026　　締切 8/31（17:00 まで）

4
市民卓球大会 9/30 加西勤労者体育センター 締切 9/1

申込先　〒 675-2445　加西市殿原町 906-1　大野隆司　☎ 44-0662　※郵送で申し込みください

5
市民ソフトテニス大会 10/7 加西テニスコート 雨天時は 10/14

締切 8/24

申込先　〒 675-2351　加西市福居町 42-8　加西市ソフトテニス協会事務局　辻　康則　☎ 090-6974-9130

6
市民空手道大会 10/7 加西勤労者体育センター 締切 9/3（17:00 まで）

申込先　〒 675-2233　加西市両月町 208-1　辻　正富　☎ 48-2426

7
市民剣道大会 10/8 北条小体育館 締切 9/1（17:00 まで）

申込先　〒 675-2345　加西市西剣坂町 565-1　見上敏幸　☎＆ fax46-0656

8
少林寺拳法演武大会 10/7 北条東小体育館 締切 9/3（17:00 まで）

申込先　〒 679-2154　姫路市香寺町相坂 770　川嶋保男　☎ 090-9989-5281

9
市民バドミントン大会 10/7 北条中体育館 一般1,600円／ﾍﾟｱ（中高生400円/人）

ｼﾞｭﾆｱ 400 円／ﾍﾟｱ

申込先　〒 670-0981　姫路市西庄甲 573　 大塚　馨　☎ 090-9989-5281　　締切 9/29

10
市民硬式テニス大会 10/21 加西テニスコート 雨天時は 10/28　1 ﾍﾟｱ 500 円

※ｼﾞｭﾆｱｼﾝｸﾞﾙｽ無料

申込先　〒 675-2303　加西市北条町古坂 1235　友井孝之　締切（① 8/31 の 17:00　② 10/5 の 17:00）※郵送で申し込みください

11
市長杯地区対抗ゲートボール大会 10/7 すぱーく加西 参加資格：市内居住者で、小学

校区単位で編成したﾁｰﾑ

申込先　〒 675-2421　加西市河内町 624-1　鈴木一彦　☎ 45-0559　締切 8/30　※各校区の理事を通じて申し込み

12

市長杯グラウンド・ゴルフ大会 10/21 ぜんぼうグリーンパーク 小雨決行
荒天時は 10/28

申込先　〒 675-2312　加西市北条町北条 1044-2　大西庸雄　☎ 43-0313（20:00 以降）　fax20-7197
　　　　〒 675-2334　加西市福住町 57-1　杉本文代　　☎＆ fax46-0727　　募集期間：8/5 ～ 8/25（先着 300 人）

13
市民バウンドテニス大会 10/8 善防公民館（多目的ホール） 参加費 500 円

締切 9/14（17:00 まで）

申込先　〒 675-2312　加西市北条町北条 1340-3　加西市バウンドテニス協会事務局　玉田敦子　☎ 42-1764

14

市民バスケットボール大会 10/14、20、21 北条小、善防中、加西中体育館 小学生 1 人 100 円
中学・高校 1 ﾁｰﾑ 1,500 円
一般（協会未登録ﾁｰﾑ）5,000 円申込先　申込書を 9/3 までにメールにて提出のうえ、9/6（19:30）に市民会館 2 階

　　　　視聴覚室での抽選会へ持参（※小学生の部は 9/6 までにメールもしくは持参）

加西市体育大会参加者募集
問合先／文化・観光・スポーツ課☎42-8773
　　　　fax42-8745　bunka@city.kasai.lg.jp

昨年の総合開会式
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灯りに照らされる石仏

　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 450 体の石仏の幻想的な風景をご覧ください。

●日時　8/8（水）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、焼き鳥、かき氷、わた菓子の販売もあります。

五百羅漢「千灯会」
問合先／五百羅漢保存委員会事務局
　　　　☎42-8756

●部門　洋画、日本画、水墨画、版画、書道、彫塑・工芸、写真

●応募資格　15 歳以上（中学生は除く）　

●出品点数　版画、書道は 1 部門につき 2 点以内。洋画、　

　日本画、水墨画、彫塑・工芸、写真は 1 部門につき 1 点。

●出品料　無料

●作品受付

　10/14（日）

　10:00 ～ 16:00

●受付場所　

　加西市民会館

●表彰　市長賞：副賞 8 万円、議長賞：副賞 2 万円、

　教育委員会賞：副賞 1 万円、文化連盟会長賞：副賞 

　記念品、美術家協会長賞：副賞 記念品、奨励賞：副

　賞 記念品、ねひめ賞（市内在住者対象）：賞状

　※各賞とも該当作品がない場合があります。

●展覧会　11/14（水）～ 18（日）10:00 ～ 17:00

　（18 日は 15:00 まで）※入賞・入選作品を展示

●展覧会場所　加西市民会館

　※応募規格など詳しくは、募集要項（4 公民館、図書

　館、地域交流センター等で配布）をご覧ください。

「第52回加西市美術公募展」作品募集
問合先／文化・観光・スポーツ課☎42-8773
　　　　fax42-8745　bunka@city.kasai.lg.jp

第52回加西市文化祭「文芸祭」作品募集
問合先／文化・観光・スポーツ課☎42-8773
　　　　fax42-8745　bunka@city.kasai.lg.jp

●入居を募集する市営住宅

団地名 家賃 戸数・面積・間取り

清水団地
（北条町西高室）

18,400 ～
42,200 円

6 戸 ･59㎡・3DK

別府団地（別府町）
20,400 ～
47,000 円

2 戸 ･71㎡ ･3DK

吉野団地（吉野町）
20,200 ～
46,400 円

2 戸 ･66㎡ ･3LDK

●入居を募集する県営住宅

団地名 家賃 戸数・面積・間取り

北条鉄筋
（北条町北条）

17,600 ～
44,300 円

8 戸・58 ～ 61 ㎡・
3DK　3人以上世帯

東高室高層・鉄筋
（北条町東高室）

20,700 ～
65,700 円

8 戸・54 ～ 74 ㎡・2 ～
3DK、3LDK　2 人以上世帯

21,600 ～
54,900 円

1 戸・55㎡・2DK
高齢者 2 人以上世帯

●入居時期　市営住宅：10 月中旬　県営住宅：10 月下旬　※入居資格など詳しくはお問い合わせください。

●受付期間　8/15（水）～ 28（火）※市施設管理課にある申込書（8/7 以降）を同課へ提出してください。

市営住宅・県営住宅の入居者募集
問合先／施設管理課☎42-8750　fax42-1998
　　　　shisetsu@city.kasai.lg.jp

※入選以上の作品の展示を、11/23（金）10 時から 17 時と、11/24（土）10 時から 12 時にアスティアかさい 3 階で行います。

●部門　俳句、短歌、川柳　　●応募資格　高校生以上（市内外不問）

●出品点数　1 部門 2 点以内（自作未発表に限る）

●出品料　無料

●応募方法　部門ごとに所定の応募用紙（ハガキ不可）に楷書で記入し、

　持参または郵送。※詳しくは、募集要項（市 HP、4 公民館、図書館、

　地域交流センター等で配布）をご覧ください。

●応募締切　9/3（月）必着

●応募先　〒 675-2395 加西市北条町横尾 1000 文化・観光・スポーツ課

●選者　俳句：田中祥子先生　短歌：桂保子先生　川柳：矢沢和女先生

一般の部

●部門　俳句、短歌、川柳

●出品点数　1 部門 1 点（自作未発表に限る）

●応募資格　市内の小・中学生

●出品料　無料

●応募方法　所定の応募用紙に作品を書き、夏

　休みの登校日に学校へ提出。市外への通学者

　は、文化・観光・スポーツ課にある応募用紙

　に作品を書き、9/3（月）までに同課へ提出。

●選者　加西市文芸協会

ジュニアの部
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地域おこし協力隊の 2人を紹介します

現在、加西市では隊員 2 人が活躍しています。

※地域おこし協力隊…都市部の人材を受け入れ、さまざまな活動に従事してもらいながら、地域への定住・定着を促進し、

地域力の維持や強化を図っていく制度です。

福永　枝美さん（37 歳、栃木県出身、現住所：青野町）  

●活動内容

移住生活を楽しみながら、ご縁を大切に活動しています。農産物を使った特産品づくり（ドラ

イフルーツや甘酒）、自然の資源を活用したワークショップの企画・開催、ゲストの案内、ワ

イン用ブドウ産地としてのＰＲ活動を行っています。

●隊員になった経緯

2014 年から主人と小さなブドウ畑をお借りしてワイン造りを始めました。加西市外の空き家

で暮らしていた時、農家さんが、規格外の野菜を廃棄していることを知りました。そこから特

産品や食のことを考え始めました。そんな時に地域おこし協力隊のお話を伺い、今に至ります。

●今後やりたいこと・読者へのメッセージなど

加西市に移住して約 2 年が過ぎました。苦労もありましたが、多くの学びと素晴らしい出会いに恵まれ、貴重な日々

を過ごしています。家業もたくさんの方に応援、ご協力いただき、数年後、市内に醸造所を作るために動き始めています。

地縁のない私たち夫婦が、ワイン造りの文化のないこの土地で、ここまで来られた事をとても有り難く奇跡のように

感じています。この機会を与えてくださったことに心から感謝しています。

辻田　聡信さん（42 歳、京都府出身、現住所：北条町）

●活動内容

北条鉄道の活性化をメインに活動しています。写真撮影をしたり、各種デザインをしたり、ま

だ公表できないプロジェクトもひそかに進行中です。その他観光分野にも携わっていきます。

●隊員になった経緯

およそ１年前、通っていたカフェスクールと加西市とのコラボでビジネスプランコンテストが

行われたのがきっかけです。その時初めて加西市を知り、同時に地域おこしの仕事にも興味を

持つようになりました。いわば１年越しの夢をかなえた形です。

●今後やりたいこと・読者へのメッセージなど

北条鉄道を基盤にしつつ、もっと地域の方々と関わっていきたいです。この原稿を書いている時点では、まだ着任し

てから 2 カ月しか経っていないですが、加西市の可能性、そして私自身の可能性もどんどん広がっているように感じ

ています。もし興味を持っていただけるなら、一緒にワクワクすることをしましょう！どうぞよろしくお願いします。

感染症から体を守りましょう
問合先／健康課（健康福祉会館内）☎42-8723
　　　　fax42-7521　kenko@city.kasai.lg.jp

予防接種名 接種年齢（望ましい接種時期）

麻しん・風しん混合（ＭＲ）2 期 平成 24 年 4 月 2 日～ 25 年 4 月 1 日生まれ（年長児）

二種混合（ＤＴ：ジフテリア・破傷風） 11 ～ 13 歳未満（小学 6 年生）

●予防接種対象者

●接種方法　市指定医療機関へ電話で予約してください。

　指定医療機関は、広報かさい 4 月号または市 HP でご確

　認ください。

●接種費用　無料

●必要な物　母子健康手帳、体温計、健康保険証（本人

　確認用）、予診票（医療機関または健康課にあります）

　4 月に次の予防接種対象者には案内文書を送付していますが、接種されていない方は夏休み期間中に接種しましょう。

問合先／ふるさと創造課☎42-8706
　　　　fax42-8745　furuso@city.kasai.lg.jp

▲福永さん

▲辻田さん
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　北条鉄道の良さを認識してもらおうと「北条鉄道利用促進キャンペーン」を実施します。優待券を利用して乗車され

た方は、1 回分の乗車が無料になります。また、北条鉄道か

らドーナツをプレゼントします。

●期間　8 月 1 日（水）～ 10 月 31 日（水）

●利用方法　優待券を降車時に運転士にお渡しください。

●注意事項　1 枚につきお一人様、1 回限り有効です。

　　　　　　※複写、印刷したものは無効です。

北条鉄道利用促進キャンペーン「片道無料」 問合先／北条鉄道☎42-0036

●病棟薬剤師

　各病棟に専任の薬剤師を一人ずつ配置してから丸 5

年が過ぎました。病棟薬剤師の仕事は、患者さんが入院

時に持ってこられたお薬を調べ、主治医の先生に情報を

お伝えすることから始まります。その後、先生の指示に

従い、患者さんの状態にあったお薬の調製をしたり、新

しく内服するお薬の効果、副作用などの説明を行います。

また、点滴の中には、血中濃度を適切に維持するため、

薬剤の投与量のアドバイスを行うこともあります。手術

目的の入院では、血液がサラサラになるお薬を服用して

いないかの確認を行い、予定されていた治療が確実に行

えるよう支援しています。

●チーム医療

 がんの治療においては、がん薬物療法認定薬剤師を中

心に、安全かつ安心した医療の提供に努めています。患

者さんの状態を考慮して、注射する薬剤の量を先生に提

案したり、副作用が出ていないかをチェックしていま

す。感染の面では、院内感染発生の軽減に取り組んだり、

有効な抗菌薬の選択に努めています。また、口からご飯

を食べられない患者さんたちへの栄養サポートにも関与

し、薬学的観点からバックアップしています。入院する

と、睡眠障害や妄想、興奮状態、気分障害などのせん妄

を起こすことがありますが、内服薬が関係していること

もあり、薬の変更などを提案することもあります。

　これらは薬剤師だけで行っている訳ではありません。医

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

病院薬剤師は、色々な分野で活躍中 師、看護師、事務職など色々な職種の方々と連携し、患者

さんに満足した医療を提供できるように取り組んでいます。

●地域医療との連携

　現在、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年に向け

て医療・介護の制度は大きく変革し、地域包括ケアシス

テムの実現に向けて動き出しています。地域全体で患者

さんを支援し、在宅を中心とした医療が進んでいきます。

つまり、これまで以上に、医療を提供する側として、病院、

開業医、保険薬局、介護施設などが密に情報を共有して

いく必要があります。そういった中、病院薬剤師に求め

られることは、入院中の薬物療法の流れを適切に連携施

設に伝達し、一元的な薬剤管理を構築することになりま

す。また、80 歳以上の方々の 6 割が、7 種類以上の薬

を内服しているというデータも厚労省から出ていますの

で、ポリファーマシー（多剤併用）対策にも取り組まな

ければなりません。今後の病院薬剤師にご期待ください。

（市立加西病院　薬剤科長　柿木　博士）

▲緩和ケア・カンファレンスの様子

北条鉄道に若き運転士が誕生 問合先／北条鉄道☎42-0036

　7 月 1 日、北条鉄道に新しい運転士・山下陽平さんが誕生しました。家族

や鉄道ファンが見守る中、初運転のセレモニーが開催され、先輩運転士の大橋

由稀那さんから花束とハンドルを受け取りました。

　初乗務を迎え、「人の命を預かる仕事なので、まずは安全にお客さまを送り

届けたい」と話してくれました。その後、運転席に座り、午前 9 時 34 分北条

町駅発に乗務、片道 13.6km ある粟生駅間を往復しました。

初乗務を迎える山下運転士

北条鉄道乗車優待券
有効期限／平成 30 年 10 月 31 日

※複写・印刷したものは無効

～応援は 年1回の 乗車から～

北条鉄道利用促進キャンペーン

見　本
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　健康福祉会館で、富田保育所、北条保育園、白竜こ

ども園の保育士 30 名が、加西市保育協会発足後、合

同研修会を開催しました。満田知美先生（兵庫大学生

涯福祉学部准教授）から、「造形遊びの基礎と応用」

をテーマに就学までの幼児期に育ってほしい姿や「知

識および技術の基礎」「思考力、判断力、表現等の基礎」

「学びに向かう力、人間性」などの研修を受けました。

▲保育士に向けて講演する満田先生

加西市保育協会　保育士会研修6/16

　平成 30 年 2 月から 5 月までの加西の伝えたい景色を

撮ったフォトコンテストを行いました。投票の結果、応

募総数 40 点の中から入賞者が決定しました（敬称略）。

最優秀賞：都倉重忠（加古川市）

優 秀 賞：上原宏明（東長町）、辻昇三（両月町）

佳 作：松尾研究（河内町）、桑名弥栄（大阪府豊能町）

※現在、6 月から 9 月に撮影した写真を募集中。

▲都倉さんの作品「3 光線流れる夜」（東笠原町）

フォトコンテストの入賞者6/18

　ぜんぼうキッズ・ほくぶキッズ主催の「第 17 回北

播磨地区子育てフェスティバル」が善防公民館で行わ

れ、北播磨地域の子育て中の親子 139 人が参加しま

した。参加者は、榎本英樹さん（冒険プログラムプロ

デューサー）から、体を使ったさまざまな表現遊びや

子どもとの触れ合い方を教わりました。また、北条高

校生もいっしょに子どもたちと触れ合いました。

▲榎本さんからの質問に答える参加者

子どもと触れ合うことが大切6/19

　九会小学校では、読書活動を推進する目的で、市内

で唯一図書ボランティアが活動されています。その協

力を得て、4 年前から「図書まつり」を実施しています。

　今年は、パネルシアターを使った「忍者家族：秘密

のまきもの」、英語を使った「はらぺこあおむし」の

読み聞かせ、読書やテーマに関連したワークショップ

を全児童が体験しました。

▲読み聞かせをする図書ボランティアの皆さん

GO GO 図書館、本の世界で冒険しよう！6/22
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ま
ち
の
出
来
事

　図書館と市内 4 中学校との読書活動推進のための

連携事業として、中学１年生対象の出前講座を泉中学

校で開催しました。ボランティア団体「かさい・えほ

んの森」代表の松本孝美さんに、本年度は「変わる」

をテーマにブックトークをしていただきました。生徒

たちは、本への興味を深め、好きな本を借り、新たな

本と出合う機会になりました。

▲ブックトークを熱心に聞く学生たち

中学校出前講座（ブックトーク）開催！6/26

　南部公民館登録グループ「プルメリア」のボランティ

ア活動が評価され、兵庫県から平成 30 年度「生き生きシ

ニア活動顕彰」を受賞されました。活動 10 年を迎えた同

グループは、毎週 1 回練習、老人施設等でフラダンスの

公演活動をされています。「節目にこんな賞をもらえてう

れしい」「踊った後、おねえさん！と声をかけられるのよ」

とリーダーの西田さんは素敵な笑顔で語ってくれました。

▲フラダンスグループ「プルメリア」の皆さん

「生き生きシニア活動顕彰」を受賞6/27

　和泉町の水田で、五穀豊穣を願う伝統行事、日吉神

社の御田植祭が開催されました。氏子総代や区長が集

まり、田んぼの前に設置された祭壇で神事が執り行わ

れた後、早乙女姿や法被姿の氏子の子どもたちが水田

に入り、慣れない手つきで古代米の苗を植えていきま

した。「天気がよくて暑かったけど、泥の中はひんやり

気持ちよかった」と子どもたちは語ってくれました。

▲水田のなかで、苗を植える子どもたち

日吉神社で御田植祭6/24

　北条東小学校の 5 年生 58 人は、NPO 法人まちづ

くり北条の協力で、「メダカのたんじょう」の授業の

発展学習として、「メダカ学習会」を実施しました。

児童は、同法人の谷本忠次さん（北条町北条）からメ

ダカの飼育方法やいのちの大切さを教わりました。

　今後は、谷本さんからいただいた貴重なメダカを学

校で育て観察していきます。

▲谷本さんにメダカの育て方を教わる児童

生き物の大切さを学びました6/29
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「かさいまちあそび2018」を取材し、SNSに記事を掲載するまちあそびレポーターを募集します。活動を通して、表現力・

発信力を磨いてみませんか。詳しくは、ホームページをご覧ください。

まちあそび SNSレポーター募集 問合先／かさいまちあそび運営事務局（文化・観光・スポーツ課内）
　　　　☎42-8756　fax42-8745　kanko@city.kasai.lg.jp

●活動期間　9/19（水）～ 12/25（火）

　※「かさいまちあそび 2018」の開催は、9/29（土）から 11/4（日）です。

●応募資格　市内に在住、在勤、在学するおおむね 16 歳以上（高校生可）の方。

●謝　　礼　1 記事につき 1,000 円（プログラム参加費別途支給）

●募集期間　9/12（水）まで　　　●募集人数　5 名程度

●応募方法　次の事項を明記してメール（kanko@city.kasai.lg.jp宛）で申し込みください。

　・住所、氏名、生年月日、職業　　・電話番号　　・意気込み（200 字程度）

　・SNS（Facebook、Instagram、Twitter、LINE、その他）利用の有無

●説明会・セミナー　

　・日時　9/19（水）13:00 ～ 15:30　・場所　アスティアかさい 3 階 OA ルーム

玉丘史跡公園で『Pokémon GO』を楽しむプレーヤー

Pokémon GO ウォーキングマップを作成！
問合先／健康課（健康福祉会館内）☎42-8723
　　　　fax42-7521　kenko@city.kasai.lg.jp

　世界的な人気を誇る位置情報ゲームアプリ『Pokémon GO（ポケモ

ン GO）』を開発した Niantic, Inc. および株式会社ポケモンの協力のも

と『Pokémon GO』ウォーキングマップを作成しました。兵庫県下では、

初めてとなる取り組みです。今回作成したのは、玉丘史跡公園のみですが、

今後、丸山総合公園、フラワーセンターなど周辺マップを作成予定です。

　なお、作成したマップは、市役所や健康福祉会館で配布しているほか、

ホームページからダウンロードすることもできます。

敬老月間ふるさと芸能大会
問合先／長寿介護課☎42-8728
　　　　老人クラブ連合会☎42-5670

　加西市と市老人クラブ

連合会主催の「敬老月間

ふるさと芸能大会」を開

催します。会員の方へは、

各町の老人クラブを通じ

て案内します。

●期間　9/1（土）～ 8（土）10:30 ～ 15:00

　　　　※大雨などで警報がでた場合は 9、10 日に延期

●場所　健康福祉会館大会議室（ホール）

●内容　地域団体や子どもグループの出演ほか「劇団さ

　　　　むらいの公演」など

北条鉄道で清掃体験をする子どもたち

●期間　9/1（土）～ 30（日）10:00 ～ 18:30

　　　　※月曜・祝日を除く（9/1 ～ 8 は無休）

●対象　市内在住の 65 歳以上の方（9/1 ～ 8 は芸能

　　　　大会参加者に限り 60 歳以上）

●問合先　健康福祉会館☎ 42-6700

 お風呂の無料開放（健康福祉会館） 

●期間　9/1（土）～ 8（土）9:30 ～ 13:00

●場所　健康福祉会館大会議室前ホワイエ

●品物　日用品・タオル類・食器類・衣類など

 老人クラブ連合会・バザー（同時開催） 

子どもたちの出演
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播磨農業高校「播磨 Agri スクール」
農業実習を生徒と一緒に体験できます。

場所：播磨農業高校
申込：メールまたは往復はがきの往信用裏面に希望講座、返信用宛名面に
①住所②氏名③電話番号を記入し、8/10（金）までに申し込みください。
※複数の受講希望者名の記入も可
申込先：〒 675-2321  加西市北条町東高室 1236-1 
　　　　播磨農業高校☎ 42-1050　harima-ahs@hyogo-c.ed.jp
※詳しくは同校ホームページをご覧ください。

開催講座 日時 定員 受講料

楽しいブドウ栽培 9/11（火）13:35 ～ 15:25 10 人 300 円

乗馬体験 10/ 5（金）10:45 ～ 12:35 20 人 200 円

乳加工の体験 10/18（木）13:35 ～ 15:25 10 人 300 円

サツマイモ収穫体験 10/19（金）13:35 ～ 15:25 30 人 500 円

ブドウでジャムづくり 10/25（木）13:35 ～ 15:25 15 人 500 円

秋野菜の管理と収穫 11/ 6（火）10:45 ～ 12:35 10 人 500 円

草花の寄せ植え 11/ 8（木）10:45 ～ 12:35 20 人 1,500 円

講座・イベント 市民会館からのお知らせ

●かさいシネマ倶楽部「怪盗グルー
のミニオン大脱走」
日時：8/26（日）① 10:30 ～
② 13:30 ～  ※開場は各回 30 分前
料金：500 円（全席指定）
● 8 月の 1day 講座
杉原紙で作る小物たち（親子参加・可）
開催日：8/8（水）
夏休み粘土教室（親子参加・可）
開催日：8/12（日）
プロが教える夏のガーデン管理
開催日：8/19（日）
夏休みスイーツ講座（親子参加・可）
開催日：8/20（月）
こまゆの飾り寿司教室（運動会編）
開催日：9/2（日）
※詳しくはお問い合わせください。
場所・問合先：市民会館☎ 43-0160

人権文化をすすめる市民のつどい

日時：8/19（日）13:30 ～ 15:50
場所：市民会館文化ホール
内容：①人権文化をすすめる市民運
動のポスター・標語入賞者の表彰式
②講演会「命を輝かせる心のスト
レッチ」／佐久間レイさん（声優・
歌手・劇作家・作詞家）／演奏 佐
田詠夢さん（ピアニスト・作曲家）
問合先：人権推進課☎ 42-8727

イベント・教室のお知らせ

●大人のよか余暇くら部
日時：8/24（金）19:00 ～ 20:30 
対象：20歳～60歳の方（先着20名）
内容：アルティメット（参加無料）
持ち物：運動靴、飲み物、タオル
場所・申込先：健康福祉会館
☎ 42-6700

「玉丘史跡ウォーキング」
 8月は休止

毎週金曜日の「玉丘史跡ウォーキン
グ」の 8 月開催は休止します。9 月
7 日（金）から再開します。
問合先：健康課☎ 42-8723

「東京加西会」創立 30 周年記念のご案内

●日時　平成 30 年 11 月 11 日（日）12:00 ～ 14:30（受付は 11:30 ～）

　　　　※本年は、日曜日に開催します。

●場所　KKR  HOTEL  TOKYO（東京都千代田区大手町 1-4-1）

●会費　8,000 円（ご家族で参加の場合、2 人目からは 6,000 円）

　東京加西会は、関東在住の加西市に縁のある方々を会員として、会員相互の交流を図りながら、ふるさと加西への愛着と

誇りを育み、郷土の発展に寄与することを目的とした会です。加西市を故郷にする多くの皆さまとの出会いを広げていくた

め、東京都およびその近郊にお住まいのご家族、ご親戚、ご友人、知人にお声掛け、またご紹介いただきますようよろしく

お願い申し上げます。東京加西会事務局（加西市秘書課☎ 42-8701）

会長・竹本進一

第5回ふるさと川柳コンテスト

家族、地域の人とのふれあい、祭り、
風景など「ふるさと」をテーマとし
た川柳を募集します。
応募要領：川柳「5・7・5」の未発
表の自作作品（1 人 2 作品まで）。
所定の応募用紙に記入のうえ、郵送
または fax してください。
募集期限：9/6（木）必着
申込先：北播磨県民局県民交流室「ふ
るさと川柳コンテスト」係
〒 673-1431 加東市社字西柿 1075-2
☎0795-42-9516  fax0795-42-7535
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くらし

青野原駐屯地盆踊り

日時：8/9（木）19:00 ～ 21:00
場所：青野原駐屯地
内容：盆踊り、餅まき、花火
問合先：青野原駐屯地広報班
☎ 0794-66-7301

スポーツ大会の結果

●野球（優勝チーム）
・近畿秋季 B 級／
　伊東電機
・近畿秋季Ｃ級／
　加西ロイヤルズ
・三田市長旗学童／九会
・ろうきん 2 次学童／善防
●リーグ戦決勝ゲートボール大会

（6/21、すぱーく加西）
1 位 鶉野　2 位 宇仁 A
●すぱーく加西杯グラウンドゴルフ
大会（6/23、すぱーく加西）
1 位 前田知十司　2 位 葭田徳子
●ねひめ杯グラウンドゴルフ大会

（6/24、段下町グラウンドゴルフ場）
1 位 井上明弘　2 位 栗山信男
問合先：文化・観光・スポーツ課☎42-8773

全国一斉「子どもの人権
１１０番」強化週間

「いじめ」、体罰、児童虐待など、子
どもをめぐるさまざまな人権問題に
ついて、電話相談に応じます。相談
は無料、秘密は厳守します。
日時：8/29（水）～ 9/4（火）
8:30 ～ 19:00 まで
※ 9/1（土）、2（日）10:00 ～ 17:00
電話番号：0120-007-110（全国共通）
担当者：人権擁護委員、法務局職員
問合先：神戸地方法務局人権擁護課
☎ 078-392-1821ふれあい祭り  2018

日時：8/25（土）16:30 ～ 20:30
※小雨決行
場所：ふれあいセンター広場（野条
町 166-1 北の端）
内容：ものまねショー、よさこい、
腹話術、三味線、和太鼓など
※から揚げ、イカ焼き、たこ焼き、焼
きそば、おでん等の屋台もあります。
問合先：ふれあい祭り実行委員会

（村岡）☎ 090-8886-2290

オークタウン加西
 改修工事のお知らせ

体育館の改修に伴い、下記の期間中
体育館が利用できません。※研修
棟、テニスコート、グラウンド、キャ
ンプサイトは利用できます。
期間：10/1（月）～ 11/30（金）予定
問合先：オークタウン加西☎ 44-2595

真夏のあびき湿原観察会

湿原のあちらこちらに
咲き誇る真っ白な「サ
ギソウ」の間を、真っ
赤な「ハッチョウトン
ボ」がくぐり抜けてい
く美しい光景をお楽しみください。
日時：8/11( 土 ) 9:00 ～
集合場所：南網引町公会堂（網引町
1734）※申込不要
参加費：300 円（小・中学生無料）
主催：九会地区ふるさと創造会議
問合先：代表板井 090-5670-3490

「裁判傍聴会」のご案内

兵 庫 県 弁 護 士 会 で
は、2009 年度から
制 度 が 開 始 さ れ た

「裁判員制度」や弁
護 士 活 動 を、 市 民
の 方 々 に 理 解 し て
いただくため、「裁
判 傍 聴 会」 を 開 催
しています。
日時：8/29（水）9:15 ～ 13:00
集合場所：兵庫県弁護士会館（神
戸市中央区橘通 1-4-3）
定員：18 名（多数の場合は抽選）
申込方法：開催日、住所、氏名、職業、
年齢、電話番号を記入のうえ、はが
きまたはメールで申し込みください。
申込期限：8/21（火）必着
申込・問合先：兵庫県弁護士会司
法問題対策委員会☎078-341-7061 
bengoshikai@hyogoben.or.jp

寄贈先：
地域交流センター（アスティアかさい３階）
8:30 ～ 22:00（土日祝日も可）
※ 8/23（木）まで募集しています。

レールパーティーで使うプラレールを寄贈してく
ださる方を募集しています。プラレールがたくさ
んあるほど、イベントの楽しさも膨らみます。家
に眠っているプラレールを寄贈していただけませ
んか？

▲プラレール
●プラレール　寄贈　求ム！

ねひめひろば ～ レールパーティー ～
ねひめホール運営会議メンバー企画の「プラレー
ルで大人も子どもも楽しめるイベント」を開催し
ます。たくさんのプラレールを使って電車を走ら
せたり、鉄道絵本を読み聞かせたりします。

▲プラレールのパーツ

日時：8/26（日）10:00 ～ 15:00
場所：アスティアかさい３階
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テーマ：地域コミュニティの回復を問い直す
ゲスト：兵庫県立大学環境人間学部准教授
杉山　武志（すぎやま　たけし）さん
日時：8/21（火）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：8/17（金）まで
参加費：ゲストトークは無料。交流会は 1,000 円（軽食付）。
申込先：観光まちづくり協会☎ 42-8715　kyokai@kanko-kasai.com

加西まち活ゆめ広場

移住や定住に関すること、着地型観光といわれる
取り組み、まちづくりなどを進めていくために地
域コミュニティの基盤づくりが何より求められて
います。先進地としての淡路市生田村の事例を踏
まえてお話をしていただきます。

杉山武志さん

国民年金保険料の免除期間・
 納付猶予期間がある方へ

国民年金保険料の免除（全額免除・
一部免除・法定免除）、納付猶予、
学生納付特例の承認を受けた期間が
ある場合、保険料を全額納めた方と
比べ、老齢基礎年金（65 歳から受
けられる年金）の受け取り額が少な
くなります。将来受け取る年金を増
やすために、これらの期間の保険
料を 10 年以内であれば遡って納付

（追納）することができます。詳し
くはお問い合わせください。
問合先：市民課☎ 42-8722　
加古川年金事務所☎ 079-427-4740

上下水道施設調査のお知らせ

上下水道台帳の更新のため、現地調
査を行います。個人の敷地に入る場
合は事前にお声掛けします。立会は
不要です。また、この調査により物
品の販売や費用請求することはあり
ません。ご協力をお願いします。
対象：上下水道新設を 3 年以内に
行った箇所・道路上の上下水道施設
日時：8/1 ～ 3/31（8:30 ～ 17:00）
調査会社：㈱パスコ
問合先：上下水道課☎ 42-8760

子どものピロリ菌感染と
 その治療に関する講演会

本年度より「中学 3 年生へのピロリ
菌検査および除菌治療事業」を始め
ます。ピロリ菌やその感染が健康に
およぼす影響などについて、理解を
深めていただくための講演会です。
日時：8/25（土）14:00 ～（受付 13:30 ～）
場所：健康福祉会館大会議室
内容：中学・高校生に対するピロリ
菌検診と除菌治療～胃がんに苦しま
ない未来を送ろう～
講師：奥田真珠美医師（愛知医科大
学教授）
問合先：健康課☎ 42-8723

働き方・休み方改善ポータルサイト

暑い夏、海に、山に、花火に、夏祭
りに、休暇を取って人生の充実を。
ホームページアドレス :
http://work-holiday.mhlw.go.jp/ 弁護士による無料法律相談

本年度は月 1 回（おおむね第 3 木
曜日）弁護士相談を開催していま
す。今月は 8 月 16 日（木）に開催
します（事前予約制）。
場所：アスティアかさい 3 階ワークルーム
定員：9 人（一人 20 分以内）
予約開始：8/1（水）より※予約時
に相談内容をお聞きします。内容に
よってはお受けできない場合もあり
ますのでご了承ください。
予約先：ふるさと創造課☎ 42-8706

市民養老金を支給します

満 88 歳の方（9 月 1 日現在で市内
在住者）に、長寿をお祝いして市民
養老金を支給します。満 100 歳の
方（誕生月の初日に市内在住者）に
ついては、誕生月に市長が訪問し、
祝状と祝金をお渡しします。
支給額：
満 88 歳 /5,000 円
満 100 歳 /10,000 円
支給方法：区長等を通じて、または
口座振込で支給します。
問合先：長寿介護課☎ 42-8728

就学義務猶予免除者等の
 中学校卒業程度認定試験

病気などやむを得ない理由により、
保護者が小・中学校に就学させる義
務を猶予または免除された子等につ
いて、中学校を卒業した者と同等以
上の学力があるかどうかを認定する
ために国が行う試験です。合格する
と、高等学校の入学資格が与えられ
ます。受験資格や出願書類など、詳
しくは、文部科学省のホームページ
をご覧ください。
試験日：10/25（木）
会場：県民会館会議室 1203 号室
問合先：学校教育課☎ 42-8772

社納税協会「簿記教室」

日時：9/5 ～ 10/10 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：安原亨さん（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　fax0795-42-4449

知的障がい者・児　福祉相談会

日時：8/8（水）10:00 ～ 12:00
場所：健康福祉会館ふれあいの間①
問合先：地域福祉課☎ 42-8725



16

広報かさい　2018.8 月号

加西市定例教育委員会

どなたでも傍聴できます。
日時：8/22（水）14:00 ～
場所：市役所 5 階大会議室
問合先：教育総務課☎ 42-8770

個人事業税の納付をお忘れなく

平成 30 年度個人事業税の納期限は、
第 1 期分 8 月 31 日（金）、
第 2 期分 11 月 30 日（金）
です。納税は便利な口座
振替をご利用ください。
問合先：北播磨県民局加
東県税事務所
☎ 0795-42-5111

テレビ受信対策工事について

9 月 20 日（予定）から携帯電話の
新しい電波の利用が開始されること
に伴い、テレビの映像が乱れる可能
性があります。影響が予想される地
域には、（一社）700MHz 利用推進
協会（総務省の認定を受けた携帯電
話事業者 4 社が設立した団体）の担
当者が直接訪問・対策作業を行うこ
とがありますが、作業に費用はかか
りません。また、不審に思ったとき
は、身分証の提示を求めてください。
問合先：700MHz テレビ受信障害対
策コールセンター☎ 0120-700-012
※ IP 電話等でつながらない場合は、
☎ 050-3786-0700（受付時間：9:00
～ 22:00）

赤十字救急法の講習会

日時：8/20（月）13:30 ～ 15:30
場所：健康福祉会館 2 階研修室 1
内容：急病の手当（手当の基本・心
臓発作・脳卒中・腹痛・熱中症等）
講師：日本赤十字社兵庫県支部指導員
参加費：無料（8/15 までに要申込）
申込・問合先：福祉企画課☎ 42-8724

2019年　加西市成人式

日時：H31.1/13（日）13:00 ～
受付 12:30
場所：市民会館文化ホール
※市外へ転出された方も参加できま
すので、当日会場へお越しください。
問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706

ぜんぼうキッズからのお知らせ
●親子ドンドン体操
日時：8/20（月）、9/3（月）10:00 ～ 11:15
講師：岡ゆかりさん（スポーツインストラクター）
対象：H26.4 ～ H28.3 月生まれの子どもとその親
定員：先着 20 組　　募集期間：8/6（月）～
●簡単おもてなし寿司を作ってみよう
日時：8/31（金）10:00 ～ 13:00
講師：加西市いずみ会
定員：15 組（申込要）　　参加費：500 円
●子どもと絵本を楽しもう～はじめての絵本～
日時：9/6（木）10:30 ～ 11:30
講師：加西市立図書館職員　　対象：０・１歳
････････････････････････････････････････････････
申込先（場所）：ぜんぼうキッズ（善防公民館）
☎＆ fax48-3404

ファミリーサポートクラブからのお知らせ
●講習会「笑顔が増える環境づくり」
日時：9/13（木）10:00 ～ 11:30
場所：アスティアかさい３階　集会室
講師：こども未来課職員（幼稚園教諭）
内容：絵本の読みきかせや楽しく子育てするコツの伝授
対象：ファミサポ会員・子育て中の保護者
定員：20 人（こどもと一緒に受講可能）
参加費：無料
募集期間：9/10（月）まで　
申込先：ファミリーサポートクラブ ☎ 42-0111

ほくぶキッズからのお知らせ
●いろいろ水遊び
日時：8/3（金）10:30 ～ 11:30
持ち物：水着または濡れても良い服装、水遊び用の紙
パンツ（おむつが取れていない子）、タオル、飲み物
●親子で笑顔になろう
日時：8/8（水）10:30 ～ 11:30
講師：森脇登志子さん
●リトミック教室
日時：9/7（金）10:30 ～ 11:15
講師：金田圭古さん（音楽教室講師）
対象：平成 27 年から 29 年生まれの
子どもと親
････････････････････････････････････････････････
申込先（場所）：ほくぶキッズ（オークタウン加西）
☎＆ fax44-0719

愛の光キッズからのお知らせ
●ベビー＆キッズマッサージ　
日時：8/2（木）10:30 ～ 11:30
持ち物：バスタオル、水筒、オムツ、おしりふき　
●リトミック＆クラフト
日時：8/20（月）10:30 ～ 11:30
持ち物：スリッパ、上靴、水筒　
●オーロラ英語遊び
日時：8/28（火）10:30 ～ 11:00
････････････････････････････････････････････････
対象：0 ～ 3 歳児の親子（参加無料・申込要）
申込先（場所）：愛の光こども園☎ 48-2733

 わくわく子育て情報
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オンラインゲームで高額請求！！遊ぶ前に親子でルール作りを！

【事例】クレジットカードの請求を確認すると、28 万円もの高額な請求
があることがわかった。小学生の息子がオンラインゲー
ムで有料コインを購入したらしい。一度、オンライン
ゲームの登録に 700 円が必要だと頼まれ、決済のため
に母親のクレジットカード番号を入力した。その後、
そのクレジットカードで有料アイテムを次々買ったよ
うだ。息子は「ゲーム内でコインを買うときに難しい
操作はなく、簡単に買えた。」と言っている。

【解説】夏休み、スマホやタブレット等でオンラインゲームをする機会も
増えると思います。クレジット決済のために親が入力したクレジットカー
ド番号が有効になっていて、子どもが自分で番号を入力しなくても、オン
ラインゲームにて課金ができてしまうケースなども見られます。クレジッ
トカード番号の管理には十分注意しましょう。オンラインゲームは料金体
系や決済方法が多様化しています。周りの大人はオンラインゲームの仕組
みについて理解し、ゲームの遊び方やルールについて、子どもと決めてお
くようにしましょう。子どもがした今回のような取引は、お金が返ってく
る場合もあります。すぐに加西市消費生活センターへご相談ください。
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募集

ビジネススクール「COCOKARA カレッジ」生徒募集

募集人数：5 名程度（9 月初旬に面接を実施）
応募条件：18 歳以上で、起業に意欲のある方
募集期間：8/24（金）まで
受講料：15,000 円（共通経費・消耗品費など）
開校期間：9 月中旬から H31 年 3 月までの 7 カ月間
内容：月 2 回程度のホームルーム、セミナー、実習（2 カ月程度）など
申込：申込用紙をダウンロードしてメール
問合・申込先：ココカラ　830cocokara@gmail.com

COCOKARA カレッジは、近い将来レストランやカフェの開業を目指す
方を対象に、経営やおもてなし、創業計画に関するセミナーや店舗を使っ
た実習が行えるビジネススクールです。現在、生徒を募集しています。 県立神戸高等技術専門学院

 入校生募集

10 月からの入校生を募集します。
対象者：18 歳以上の求職者（新規
学卒者を除く）
募集コース：福祉調理（授業料無料）
募集期間：8/1（水）～ 8/31（金）
試験日：9/6（木）
問合先：兵庫県立神戸高等技術専門
学院☎ 078-794-6630

病児・病後児保育室ひまわり  
 パート看護師・保育士(保育補助)募集

勤務時間：平日 8:30 ～ 18:30
※時間は相談に応じます。
賃金：時給 1,300 ～ 1,600 円 ( 看護師 )
時給 1,000 円～ ( 保育士、保育補助）
※交通費支給
募集人数：若干名
問合先：アスティアかさい 2 階さ
かいこどもクリニック☎ 43-0415
病児病後児保育室ひまわり☎ 35-
8415

問合先：加西市消費生活センター（月～金 9:00 ～ 16:30）☎ 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　※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。

放送大学 10 月生募集

放送大学はテレビ等の放送やイン
ターネットを利用して授業を行う通
信制の大学です。心理学・福祉・経済・
歴史などさまざまな分野を学べます。
募集期間：8/31（金）まで
問合先：放送大学姫路サテライトス
ペース☎ 079-284-5788

平成31年度採用・北はりま
 消防組合消防職員募集

募集人数：7 人
一次試験日：9/16（日）
場所：西脇消防署
内容：筆記試験・体力検定
申込期限：8/8（水）まで
詳しくは、ホームページや各消防署
にある試験案内をご覧ください。
問合先：北はりま消防本部・総務課
☎ 0795-27-8119

期限内納付にご協力を

平成 30 年度市県民税 2 期、国民健康保
険税 2 期の納期限は 8 月 31 日（金）です。
問合先：税務課☎ 42-8712

終活シリーズ第2回市民講座
 エンディングノートの書き方

エンディングノートは、相続を円滑
に行うため、自らの人生を振り返
り、公的手続きや財産等の扱いにつ
いて事前に記しておくものです。
日時：8/24（金）13:30 ～
場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：濵本光由さん（行政書士）
定員：40 名（要予約・無料） 
※筆記用具を持参
申込 ･ 問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706
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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。

8 月 5 日（日）　佐竹医院　　　 　☎ 42-4057（北条町）　　　
8 月 11 日（土）　あさじ医院  　☎ 44-0225（若井町）　　　　
8 月 12 日（日）　横田内科医院　　　 　☎ 42-5715（北条町）　　　　
8 月 19 日（日）　坂部整形外科  　☎ 43-1444（北条町）　　　
8 月 26 日（日）　大杉内科医院　 　☎ 47-0023（別府町）
9 月 2 日（日）　おりた外科胃腸科医院　☎ 42-6000（北条町）　　　
9 月 9 日（日）　まえだ内科神経内科クリニック☎ 45-2050（野上町）　　　　

入札参加資格登録の補充受付

平成 30・31 年度建設工事、測量・
建設コンサルタントに係る入札参加
資格登録申請の補充受付を行いま
す。詳しくは市ホームページをご覧
ください。
受 付 日 時：9/3（ 月 ） ～ 12（ 水 ）
の平日 9:00 ～ 17:00
受付場所：市役所 2 階管財課
申請書類：国土交通省（地方整備局
等）様式など
提出方法：市内・準市内業者は郵送
または持参。市外業者は郵送のみ。
※郵送の場合は 9/12 消印有効
その他：物品の製造、買入れ、売払
い、役務提供等に係る入札参加資格
審査申請書の受付は、随時行ってい
ます。
問合先：管財課☎ 42-8704

公共施設の指定管理者を募集

指定管理者は多様化する市民ニーズ
に、より効果的、効率的に対応する
ため、公の施設の管理に民間のノウ
ハウを活用しながら、市民サービス
の向上と経費の節減を目的に、平
成 15 年 6 月の地方自治法改正によ
り創設されたものです。加西市では
平成 19 年 4 月から、一部の施設の
管理運営を指定管理者に委ねていま
す。このたび指定期間の満了によ
り、新たに指定管理者の公募を行う
施設は次の通りです。
指定管理者の公募を行う施設
・市民会館（文化・観光・スポーツ課）
・古法華自然公園研修施設（農政課）
・都市公園 12 カ所（都市計画課）
・玉丘史跡公園（生涯学習課）
受付期間：9/10（月）～ 21（金）
※募集要項は、8/10 から配布
資格：法人またはその他の団体（法
人格の必要はありません）
管理期間：H31.4/1 ～ H36.3/31
問合先：管財課☎ 42-8704

北条鉄道
 ステーションマスター募集

駅の清掃や花壇の手入れ、イベント
などを行い、鉄道の活性化に協力し
ていただける方を募集します。
資格：20 歳以上の北条鉄道が好き
で興味のある方
任期：平成 30 年 9 月 1 日～ 32 年
8 月 31 日
募集期間：
申込：所定の申込
書と履歴書を持参
または郵送
申込先：北条鉄道
㈱☎ 42-0036

兵庫県の最低賃金
 キャッチフレーズを募集

応募資格：兵庫県在住および在勤者
応募方法：所定の申込用紙で郵送、
fax または持参
募集期限：9/3（月）必着
結果発表：9 月下旬に HP にて優秀
作品 2 点発表。優秀者には賞状お
よび副賞を贈呈
問合先：兵庫労働局☎ 078-367-9154

● 2 カ月児（先天性股関節脱臼）健診 
日時：8/23（木）13:00 ～ 13:45
対象：平成 30 年 6 月生まれの乳児
● 4 カ月児健診
①日時：8/7（火）13:00 ～ 13:45

対象：平成30年3月生まれの乳児
②日時：9/4（火）13:00 ～ 13:45

対象：平成30年4月生まれの乳児
● 1 歳 6 カ月児健診 
日時：8/28（火）13:00 ～ 13:45
対象：平成 29 年 2 月生まれの幼児
● 2 歳児教室
日時：8/22（水）13:00 ～ 13:15、

14:00 ～ 14:15
対象：平成 28 年 8 月生まれの幼児
● 3 歳児健診
日時：8/21（火）13:00 ～ 13:45 
対象：平成 27 年 6 月生まれの幼児
●乳幼児保健相談
日時：8/16（木）13:00 ～ 13:45
対象：希望者
●離乳食講習会初期（予約制）
日時：8/27（月）13:00 ～ 13:30  
対象：4 ～ 6 カ月の乳児の保護者
定員：10 人
●①プレママ教室パート 2（予約制）
　②パパママクラブ（予約制）
①日時：8/10（金） 9:00 ～ 9:30
②日時：9/14（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・産婦健康診査
費・新生児聴覚検査費の助成申請
印鑑、身分証明書証を持参。
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）
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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（出産後おおむね 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 8/22（水）、29（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
8/2（木）、16（木）、9/6（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 8/9（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 8/9（木）13:30 ～ 16:00 健康福祉会館

精神障害者福祉相談☎ 42-8725 8/22（水）13:00 ～ 15:00 市役所 6 階会議室

心配ごと相談☎ 43-0303 8/9（木）13:30 ～ 16:00 健康福祉会館

人権相談（人権問題に係る相談）☎ 42-8727 9/4（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（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 8/23（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

法律相談☎ 42-8706 ※予約制（1 日（休日時はその翌日）より） 8/16（木）13:00 ～ 16:00 アスティアかさい 3 階ワークルーム

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

若年無業者に関する相談☎ 078-915-0677
8/6（月）、8/20（月）、9/3（月）13:00 ～ 15:50
アスティアかさい 3 階ワークルーム

ボランティア相談☎ 43-8133 8/2（木）、9/6（木）13:30 ～ 15:30 健康福祉会館

税理士による無料税務相談☎ 42-1245 ※予約不要 8/2（木）、16（木）、9/6（木）13:00 ～ 15:30 市役所 6 階会議室

おくやみ

敬称略。6/15 ～ 7/10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。

　平成 13 年 7 月から 1 期 4 年にわたり、加西市長を務められた柏原正之さんが 6 月 25 日
急性心不全のためご逝去されました。75 歳でした。
　柏原さんは、「輝く市民、元気なまち」をスローガンに、市民の「和」を重んじ、市民と
ともに歩む市政に全力を尽くされました。謹んでご冥福をお祈りいたします。

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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第41回加西サイサイまつり 問合先／加西サイサイまつり祭典委員会事務局
　　　　☎42-8756　fax42-8745

●本祭

日時　8/5（日）15:00 ～ 20:30

会場　市役所駐車場周辺

・キッズコーナー（15:00 ～ 19:00）市役所北側芝生広場

・ふるさと加西夕暮市（15:00 ～ 19:00）市役所１階

・かさい満載市場（15:00 ～ 20:30）市役所正面玄関

・夜店（15:00 ～ 20:30）市役所南側駐車場

・おばけ屋敷（15:00 ～ 18:00）議会棟

　※入場チケットは、14 時 30 分から議会棟 1 階で販売

　　します（100 円）。無くなり次第販売を終了します。

・メインステージ（15:00 ～ 19:30）市役所南側駐車場

・バルーングロー（19:50 ～ 20:15）市役所東側駐車場

・打ち上げ花火（20:00 ～ 20:30）1,000 発

●「サイサイまつり」開催案内

テレドームサービス　☎ 0180-997-120

当日の問合先　☎ 43-2760　☎ 43-2761

※「サイサイまつり」については、市ホームページや

Facebook をご覧ください。

　「ほんに加西は４１（よい）ところ」をテーマに開催します。メインイベントは、気球の球皮部分を行燈に見立てた「バ

ルーングロー」です。今年の花火は、サイサイまつり史上、最大規模の内容となっており、バルーングローと 1,000 発

の花火の時間を重ねることにより、幻想的でロマンチックな演出をお届けします。ご期待ください。

●前夜祭「べっちょナイト Bar ～星降る歌会～」

日時　8/4（土）18:30 ～ 21:00

場所　市役所南側駐車場

内容　音楽を通し子どもたちの

可能性をサポートするピアニカ

の魔術師などのライブ演奏や市

内団体の飲食ブースの出店。

発行／加西市　　
　　　〒675-2395　加西市北条町横尾1000番地　☎0790-42-1110（代）

編集／加西市ふるさと創造部秘書課    ☎0790-42-8701 fax0790-43-0291

● 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
H30.6.30 現在（前月比） 

人口／ 44,584（+22）
6 月の出生数／ 22 人

男／ 21,773（+5）
死亡数／ 39 人

女／ 22,811（+17） 世帯数／ 17,883（+41）｜ ｜ ｜

● 8/8、22 は市民課・国保医療課窓口を延長（17:15 ～ 19:00）

ピアニカの魔術師

バルーングロー（イメージ）

　ポスターデザインは、北条高校 3

年生の西村恒星さんにご協力いただ

き作成しました。各町の広報板や市

役所、図書館などに掲示しています。

ポスターデザインが決定

 

　うちわデザインは小学 1 ～ 3 年生、小学 4 ～ 6 年生、中学生の３部門、

計 1,137 点の応募があり、優秀作品が決定しました。最優秀賞 3 作品のう

ちわは、各 4,000 枚ずつ作成し、市内公共施設や当日、会場で配布します。

左から最優秀の山端さん、東郷さん、柴田さんの
作品

うちわデザインの優秀作品が決定

●受賞者（※各賞 50 音順）

　最優秀賞　

　　柴田千尋さん（北条小２年）

　　東郷匠馬さん（北条小６年）

　　山端晴さん（加西中１年）

　優秀賞

　　大野友莉さん（北条小３年）

　　中谷悠衣那さん（泉小５年）

　　増田愛実さん（北条中３年）

　佳作

　　井上千愛さん（北条小３年）

　　山内莉瑚さん（北条小４年）

　　西村悟さん（加西中２年）


