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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


