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第41回加西サイサイまつり（p2）

●スポーツフェスティバルに参加しよう！（p3）

●空がつなぐまち・ひとづくり推進協議会が設立（p3）

●アスリートに声援を「トライアスロン大会」（p4）

●トライアスロン2選手にさわやか市民賞（p4） 加西市ホームページ

●タイトル　「華咲く街」　　　　　　 　　●撮影場所　ランドマークタワー　　　　　　　 　●撮影者　上原宏明さん（東長町）　  

今回の表紙の写真は、「サイサイまつり応援企画～あなたの写真が広報表紙を飾る～」にご応募いただいた 14 点の作品の中から
優秀作品として選ばれたものです。上原さんは、「花のまち加西市にちなんで、夜空に花火という華が咲いている様子を撮影しま
した。花火や気球だけでなく、街の明かりを取り入れることで、祭りのにぎわいと美しさを際立たせ、加西の魅力を表現しました。」
と語ってくださいました。
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　「第 41 回加西サイサイまつり」が、8 月 4・5 日に

市役所周辺で開催されました。

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　

迫力のある花火が加西の夜空を彩る

　4 日の前夜祭「べっちょナイト Bar ～星降る歌会～」

では、ピアニカを駆使し大迫力の演奏で、観客を魅了

する「ピアニカの魔術師」、加西市出身の男女ユニット

「KENGO ＆ MINAKO」が出演。会場を訪れた約 1,000

人が演奏を聴きながらお酒や料理を満喫しました。

　5 日の本祭は、パフォーマーによるステージと市内団

体による「ふるさと加西夕暮市」、「かさい満載市場」、

恒例の「おばけ屋敷」、「キッズコーナー」も大盛況でした。

芸能協会の音頭で、会場が一体となった加西音頭総踊り

子どもたちが元気いっぱいにねっぴ～ダンスを披露

幻想的な雰囲気を演出したバルーングロー

　また、気球を行燈に

見立てた「バルーング

ロー」では、音楽に合

わせて光る気球に大き

な歓声があがりました。

フィナーレは、大迫力

の花火が加西の夜空を

彩り、約 25,000 人で

埋め尽くされた会場は

大いににぎわいました。

宇仁どん！スーパーキッズによるステージパフォーマンス

ピアニカの魔術師の演奏（前夜祭）
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●申込方法　fax、メールまたは往復はがきの往信用裏面に参加希望種類、郵便番号、住所、氏名、連絡先、参加人数を記載。

　　　　　　※申込用紙等は市ホームページをご覧ください（電話申込不可）

●申込期限　①テニス教室　9 月 1 日 ( 土 ) ～ 9 月 30 日 ( 日 )　　　②講演会　定員になり次第締切

●申込先　　加西市スポーツフェスティバル運営事務局＜神戸国際ステージサービス内＞　fax 078-994-5134

　　　　　　e-mail  ksf@kiss4u.co.jp　　〒 651-2228　神戸市西区見津が丘 1 丁目 16-2

　「2020 東京オリンピック・パラリンピック」、「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」が開催されるにあたり、

スポーツに対して日本中の関心が高まっています。加西市においては、「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」で

テニス競技を開催することになり、スポーツの振興と大会の機運を盛り上げるため、スポーツフェスティバルと題し、

テニス教室と元プロテニスプレーヤーで、現在はテニス解説者・タレント・コメンテイターとして活躍されている、沢

松奈生子さんを招いての講演会を開催いたします。

●開催の概要

沢松奈生子さん

スポーツフェスティバルに参加しよう！
問合先／文化・観光・スポーツ課☎42-8773
　　　　fax42-8745　bunka@city.kasai.lg.jp

2018健康福祉まつりを 10月6日に開催
問合先／福祉企画課☎42-8724  fax43-1801
　　　　fukuki@city.kasai.lg.jp

　世代や障がいを越えた市民の参加と交流により、健康と福祉への理解を深めていただくことを目的に「2018 健康福

祉まつり」を開催します。盛りだくさんのイベントを計画していますので、秋のひとときをお楽しみください。

●日時　10 月 6 日（土）10：00 ～

●場所　健康福祉会館

●内容　・体組成測定　・体力年齢測定　・認知症テスト　・食の健康づくり

　　　　・かさいいきいき体操　・AED による心肺蘇生実技　・パネル展示

　　　　・各種体験コーナー　など

　　　　※運動ポイント事業の参加者には、運動ポイントが加算されます。

　　　　※参加団体による自主製作品の販売やバザー等もあります。

空がつなぐまち・ひとづくり推進協議会が設立
問合先／人口増政策課☎42-8700
　　　　fax43-1800  jinko@city.kasai.lg.jp

介護保険クイズなどをする参加者

７月 28 日鹿屋市にて設立総会を開催

内　　容 ①テニス教室 ②講演会

開 催 日 11 月 10 日（土）

時　　間 9:30 ～ 12:00 14:00 ～ 15:20

場　　所 青野運動公苑テニス場 健康福祉会館ホール

参加資格 キッズ、ジュニア、シニア どなたでも参加可能

参 加 費 無　　　　　料

定　　員 50 人（多数の場合は抽選） 先着 400 人

講　　師
兵庫県テニス協会指導者

MC 吉崎仁康アナウンサー 沢松奈生子さん

　第二次世界大戦時に、川西航空機工場に大きな空襲被害を受けた姫路市、

訓練飛行場が特攻基地になった加西市・大分県宇佐市、特攻出撃地があった

鹿児島県鹿屋市の、当時空でつながっていた旧海軍飛行場ゆかりの自治体や

観光関係団体および地域活動団体が、「空がつなぐまち・ひとづくり推進協議

会」を設立しました。現在の平和が尊い犠牲の礎にあることを後世に伝えて

いくとともに、平和をテーマとした文化・観光振興、地域の活性化を目的と

しています。今後は、空がつなぐ交流活動の輪を広げるために、さまざまな

事業に共同で取り組んでいきます。
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「Home Coming Day（北条高校学年同窓会）」を初開催

　北条高校同窓会（柏葉会）が 8 月 11 日、今春同校を卒業した生徒を対象に、

メンタルケアや旧友との絆を深めてもらおうと「Home Coming Day」を校

内で開催されました。第 70 回生の生徒や学年団の先生などが参加し、旧交を

温めたりスピーチ大会を行ったりしました。卒業して数カ月、一回り大きくな

った卒業生の姿がありました。 参加者で記念撮影

●日時　9/23（日）8:55 競技スタート　　●場所　善防公民館周辺特設コース

アスリートに声援を「トライアスロン大会」
問合先／グリーンパークトライアスロン in加西
　　　　実行委員会事務局☎42-8773

昨年のトライアスロンの様子

　第 8 回グリーンパークトライアスロン in 加西を開催します。全国から約 300

人の参加者が、51.5km（スイム 1.5km、バイク 40km、ラン 10km）のレース

に挑みます。今年より観覧者用にシャトルバスを運行しますので、ご利用ください。

　今年は、スイム 0.8km とラン 10km で競うアクアスロンや公開競技として

パラトライアスロンも実施します。ため池と稲穂揺れる田園や北条鉄道の列車

との並走シーンでは、ベストショットも期待できます。

※最新情報は、「グリーンパークトライアスロン in 加西」のフェイスブック

（https://www.facebook.com/gptkasai/）をご覧ください。

　加西市は 8 月 13 日、スポーツの分野で優秀な成績を収めた 2 選手に「さわやか

市民賞」を贈呈しました。2 選手は、「第 8 回グリーンパークトライアスロン in 加西」

にも出場されます。

栗山和之さん（段下町）

はつかいち縦断みやじま国際パワートライアスロン大会 2018 で総合第 3 位を受賞

「目の前にある大会に入賞していくことが目標。グリーンパークトライアスロンでは、

総合入賞を目指したい」と意気込みを語られました。

谷口彩香さん（朝妻町）

2018 五島長崎国際トライアスロン大会で日本選手権（A タイプ）女子総合第 3 位を受賞

「笑ってゴールすること。とにかく楽しみたい。順位にこだわりはないが、ついてくるとうれしい」と笑顔で、抱負を語られました。

左から谷口さん、栗山さん

トライアスロン 2選手にさわやか市民賞
問合先／秘書課☎42-8701  fax43-0291  
　　　　hisho@city.kasai.lg.jp

区　　分　  　　時　　間　8:00          9:00       10:00       11:00       12:00　　 13:00

ト
ラ
イ

スイム 8:55 ～ 10:00

バイク 9:20 ～ 12:00

ラン 10:30 ～ 13:00

ア
ク
ア

スイム 10:00 ～ 10:30

ラン 10:10 ～ 11:30

パ
ラ

スイム 10:15 ～ 10:45

バイク 10:41 ～ 11:45

ラン 11:37 ～ 12:30

交通規制 8:30 ～ 12:30

※トライ…トライアスロン、アクア…アクアスロン、パラ…パラトライアスロン

※交通規制（通行止め）については、市 HP を確認してください。また、違法駐車・迷惑駐車はご遠慮ください。

●スケジュール

●観覧者用駐車場（※ 8 時から 14 時 30 分の間、鶉野飛行場跡からは、会場までのシャトルバスを運行します） 

　ぜんぼうグリーンパーク（8:30 ～ 13:00 入出庫不可）、鶉野飛行場跡、JA 善防支店、播磨横田駅、岸呂町集出荷施設
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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

②富田まちづくり協議会
●活動内容

　平成 18 年に県民交流広場事業として富田まちづく

り推進協議会が立ち上がり、平成 26 年 4 月よりふる

さと創造会議として活動しています。三世代交流事業

の餅つき大会やグラウンドゴルフ大会をはじめ、富田

小学校との体験事業など、さまざまな事業を開催して

います。毎年恒例の夏祭りは今年で 12 回目になりま

した（今年は残念ながら台風で中止）。

●ココ、力入っています

　富田は、なんと言ってもみそづくりです。地元で採

れたミネラルたっぷりの青大豆と米を使用したみそで

す。市内の小、中学校の給食に使用されています。地

域資源を生かした６次産業化事業として活動の柱にな

っています。

●将来の夢を

　楽しく元気がでる場所にしたいです。そして、若い

人が残ってもらえるような魅力的な地域にしていきた

いです。

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。

（左）みそづくりの様子（上）富
田地区の皆さんの思いが詰まった

「富田の里みそ」と原料の青大豆。

富田ふれあい館に集まった富田まちづくり協議会の皆さん。
前列左より事務局長の後藤義昭さんと会長の堀尾利和さん。

　「結核」は日本最大の感染症です。今

でも1日に50人の新たな患者が発生し、

5 人が命を落としています。

　北播磨地域では、平成 29 年度に 42

人が新たに発病し、死亡例もありました。

　また、60 歳以上の患者が約 7 割を占

め、働き盛り世代の発病も多くなってい

ます。定期的な検診を受け、気になる時

は早めに受診することが大切です。

9月24日から 30日は「結核予防週間」 問合先／健康課（健康福祉会館内）☎42-8723
　　　　fax42-7521　kenko@city.kasai.lg.jp

●予防について

①食事、運動、睡眠など健康管理をして、病原体への抵抗力を高める。

②咳や痰、微熱症状が、2週間以上続くときは早めに医療機関を受診する。

③ 1 歳までに BCG 接種を受ける。

④年に一度は胸部検診を受ける。

※町ぐるみ健診（20 歳以上）、医療機関健診

（40 歳以上）で、胸部検診を受けられます。

詳しくは、春に配布している「健診のお知らせ」

や市ホームページをご覧ください。

あなたの身近に悩みや問題を抱えてつらい思いをしている人はいませんか。一人ひとりが身近な人の様子を気にかけ、

こころのサインに気づくことが、いのちを守ることにつながります。

自殺予防週間（9月10日から 16日）
問合先／福祉企画課☎42-8724  fax43-1801
　　　　fukuki@city.kasai.lg.jp

●県いのちと心のサポートダイヤル ☎ 078-382-3566　月～金 18:00 ～翌 8:30　土・日・祝 24 時間

●市こころの健康相談窓口 ☎ 42-8723　平日 8:30 ～ 17:15

～あなたが生きている　それが大事　ひとりで悩まず相談してください～

●ココがよかった

　各町の交流が深まりました。さらに平成 28 年 11

月に「富田ふれあい館」がオープンし、毎月第 2・4

金曜日にふれあい喫茶をしています。みそなども販売

しています。拠点施設があることで、さらに活動の幅

が広がっています。

●富田地区の状況（7 月末現在）

構成町数：14 町　面積：11km2　世帯数：1,186 世帯

人口：3,065 人（14 歳以下 11.4％、65 歳以上 35.4％）
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　ポスター・標語は、人権意識の高揚を図り、差別解消への意識を高めるため

に、市内の小中学生などから募集し、応募のあった 2,344 点から入賞作品が

決定しました。入賞作品（最優秀賞・優秀賞・教育委員会賞・佳作）は、9 月

4 日から 27 日まで、アスティアかさい地域交流センターで展示します。

差別のない明るい社会の実現を目指して 問合先／人権推進課☎42-8727  fax43-1380
　　　　jinken@city.kasai.lg.jp

「人権文化をすすめる市民運動」ポスター・標語入賞者

●最優秀賞

ポスター　篠倉理緒（泉中 2）

標語　　　大向優輝（九会小 5）

●教育委員会賞（ポスター）

山内莉瑚（北条小4）　山下あすか（北条中2）

衣笠姫（善防中 2）

●教育委員会賞（標語）

堀尾真唯（富田小 6）　小山栞奈（九会小 6）

梶浦愛理（加西中 3）

●優秀賞

ポスター　福井和（西在田小 6）

標語　　　楠田麻乃（泉小 5）

篠倉理緒さんのポスター

イオンモール加西北条　加西市ラジオ体操
問合先／健康課（健康福祉会館内）☎42-8723
　　　　fax42-7521　kenko@city.kasai.lg.jp

　大谷武一さん（ラジオ体操第一考案者）の生誕の地である加西市では、全

国巡回放送の誘致などラジオ体操によるまちづくりを推進しています。7 月

25 日（水）に、「イオンモール加西北条　加西市ラジオ体操」の開始式を

行いました。約 150 名が参加され、ラジオ体操を実践しました。

　イオンモール加西北条では、8 月 1 日から毎日 10 時にラジオ体操第一を館内放送し、来場者等にラジオ体操を勧め

ています。また、毎週水曜日（お盆、年末年始除く）には、同 2 階コスモスコート等で加西市スポーツ推進委員等に

よる正しいラジオ体操の指導も行っています。

　平成 28 年 4 月の歩くまちづくりに関する協定締結後、イオンモール加西

北条と加西市は、モールウォーキング・健康相談・イオン健康ポイント事業

の共催など、市民の健康推進のための事業を行っています。 ラジオ体操をする参加者

核兵器や戦争のない平和な世界を
問合先／秘書課☎42-8701  fax43-0291  
　　　　hisho@city.kasai.lg.jp

　8 月 2 日（木）に、市内の中学生 33 人が「平和学習バスの旅」で被爆

地の広島を訪れました。生徒は、平和記念資料館や原爆ドームを見学し、

原爆の恐ろしさを肌で感じ、戦争の悲惨さと向き合いました。また、当時

13 歳で中学 1 年生だった新井俊一郎さんから、記憶に残る生々しい原爆投

下の翌日の広島市内の様子をお聞きしました。

原爆ドームを訪れた生徒たち

　桜井萌花さん（加西中 1 年）は、「とても悲しいことばかりでしたが、今

日ここでしかできない体験ができました。」と感想を教えてくれました。

　市内の女性最高齢者の福井とみさん（105 歳、上道山町）と、男性最高

齢者の藤原三郎さん（103 歳、北条町）を、西村市長が表敬訪問し、長年

にわたり、社会の発展に寄与されたことに感謝し、長寿をお祝いしました。

左が藤原さん、右が福井さん

市内最高齢者をお祝い
問合先／長寿介護課☎42-8788　fax42-8955
　　　  kaigo@city.kasai.lg.jp

　長寿の秘訣を福井さんと藤原さんのお二人にお聞きしたところ、ともに

「お肉を食べることと、規則正しい生活をすることが大切。」と、元気よく

答えてくださいました。
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台風や大雨による土砂災害に備えましょう
問合先／危機管理課☎42-8751 fax43-1800
　　　　bosai@city.kasai.lg.jp

●かさい防災ネットに登録しましょう！（http://bosai.net/kasai/）

台風などの自然災害に備えて
問合先／危機管理課☎42-8751

（公財）県住宅再建共済基金☎078-362-9400

県住宅再建共済制度 家財再建共済制度

共済負担金
年額 5,000 円／戸
※加入初年度は月額 500 円（上限 5,000 円）

年額 1,500 円／戸
※加入初年度は月額 150 円（上限 1,500 円）

共済給付金

住宅が半壊以上の被害を受けた場合、次の金額を給付
建築・購入　600 万円
補修　全壊 200 万円、大規模半壊 100 万円、半壊 50 万円
建築・購入・補修をしない場合　10 万円
※プラス年額 500 円で一部損壊特約（建築・購入・補修／
25 万円給付　建築・購入・補修をしない場合／ 10 万円給付）

住宅が半壊以上または床上浸水の被害を受
けた場合、次の金額を給付　
・全壊 50 万円
・大規模半壊 35 万円
・半壊 25 万円
・床上浸水 15 万円

申込方法
所定の申込書に必要事項を記入し、（公財）兵庫県住宅再建共済基金へ申し込んでください。

（申込書は市危機管理課、加西郵便局、北播磨県民局にあります）

●フェニックス共済の給付金が支給された住宅に、加西市災害支援金を上乗せで支給

　全壊／ 50 万円　　　大規模半壊、半壊／ 25 万円　　　一部損壊／ 15 万円　　　床上浸水／ 5 万円

　自然災害（地震、台風、暴風、豪雨、洪水、豪雪、落雷など）により、被害を受けた住宅等の再建・補修を支援する

「フェニックス共済」にご加入ください。

　台風や大雨は、浸水被害だけでなく「がけ崩れ」、「土石流」、「地すべり」などの土砂災害の危険性を高めます。危険

箇所は、各家庭にお配りしている加西市防災マップに示しています。また、市や県ホームページ（CG ハザードマップ）

でも確認できます。被害を最小限に抑えるため、危険箇所の確認と気象情報に注意しましょう。

　大きな被害が予想される場合は、市から避難情報を発令します。日頃から、避難の方法や場所を

話し合い、いざというときは早めに避難するようにしましょう。避難場所は、防災マップで確認し

てください。

ひょうご防災リーダー講座の受講者募集
日　程　9 月から平成 31 年 3 月の間に 12 日間

場　所　兵庫県広域防災センター（三木市）

対　象　自主防災組織のリーダーなど地域防災の

　　　　担い手を目指す方（県内在住、在勤、在学）

受講料　無料（教材等実費負担あり）

申　込　市危機管理課にある申込書を郵送。県広域防災セ

　　　　ンターのホームページからも申し込みできます。

締　切　9 月 18 日（火）必着

申込先　〒 673-0516　三木市志染町御坂 1-19　兵庫県広

　　　　 域防災センター防災教育担当 ☎ 0794-87-2920

　市内に災害が起きた際に「かさい防災ネット」のお知らせメールに登録していると、避難勧告や避難

所などの防災情報が携帯電話等のメールへ自動配信され、いち早く情報を得ることができます。携帯電

話等で kasai@bosai.net 宛てに空メールを送信するか、右ＱＲコードからご登録ください。 かさい防災ネット

兵庫県は、平成 30 年 7 月豪雨により売上減少等の影響を受ける県内中小事業者に融資支援を行っています。

●融資条件

　融資限度額　1 億円

　融資利率　年 0.70%

　融資期間　10 年以内

●受付期間　7/30（月）受付分から 9/28（金）融資実行分まで

●相談窓口・問合先（※詳しくはお問い合わせください）

　兵庫県産業労働部地域金融室　☎ 078-362-3321

　公益財団法人ひょうご産業活性化センター　☎ 078-977-9079

本年7月豪雨で、影響を受ける中小事業者への支援策（経営円滑化貸付）
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救急車の正しい利用にご協力を

　突然の事故や災難に遭遇すると、人は誰でも慌ててし

まいますが、救急車を要請する前に「救急車が本当に必

要かどうか」を考えてください。

　軽い病気やケガ、タクシー代わりの要請などで救急車

が出動中に、１分１秒を争う重症患者が発生した場合、

救急車の到着時間が遅れ、悲

惨な結果になることも考えら

れます。救急車の正しい利用

に、ご理解とご協力をお願い

します。

　救急業務や救急医療への理解を深めていただくため

に、毎年 9 月 9 日を「救急の日」とし、この日を含む

1 週間（今年は 9 月 9 ～ 15 日）を「救急医療週間」と

定め、全国でさまざまな取り組みが実施されます。

9月9日は「救急の日」 問合先／北はりま消防組合・加西消防署救急係
　　　　☎42-0119

加西消防署管内の実施事業

●優良救急隊員表彰

　北はりま消防組合消防長表彰　　9 月 10 日（月）

　市医師会長・加西消防署長表彰　9 月 11 日（火）

●普通救命講習会　随時開催

●広報活動　市内巡回、広報誌、ポスター、加西消防署

　前の電光掲示板など

普通救命講習会「あなたが救命リレーのスタートを」

　加西消防署は、毎月第 3 日曜日（9:00 ～ 12:00）に

心肺蘇生法や AED の取り扱い方法などを学ぶ「ハート

to ハート講習会」を開催しています（定例講習会加西

消防署開催月を除く）。各種団体については、第 3 日曜

日以外の日でも受け付けています。

AED（自動体外式除細動器）をお貸しします

　加西消防署は 2 台の AED を貸し出しています。イベ

ント会場に AED を配置して、参加者や来場者の安全の

ため、ご利用ください。

　貸し出しには、応急手当普及員または普通救命講習修

了者が 1 人以上必要です。

突然死を防ぐためには

　突然死の原因には、大人は主に心臓発作と脳卒中、子

どもはケガ・溺水・窒息などの「不慮の事故」があります。

　以下のような症状が出た場合は、早めの対応を心がけ

てください。

・心臓発作 ･･･ 胸の真ん中の強い痛み、胸が締め付けられ  

  るような圧迫感、息切れ、冷や汗など

・脳卒中 ･･･ 体の片側に力が入らない、しびれ、言葉が

  うまく話せない、物が見えにくい、激しい頭痛など

●突然死の予防方法

・症状が出たら早期に救急車を要請し、医療機関で受

診する（早いほど助かる可能性が高くなります）。

・子どもから目を離さない。

●暑い日は熱中症に注意

　熱中症で死亡することもあります。こまめな水分補

給と室内の適切な温度調整で予防をしてください。

三つの「ない」を学び、認知サポーター誕生
問合先／長寿介護課☎42-8788　fax42-8955
　　　　kaigo@city.kasai.lg.jp

　認知症サポーターは、認知症を正しく理解し、認知症の方やその家族を

見守る応援者です。

　7 月 13 日、加西中学校で、認知症サポーター養成講座が開催されました。

講師は、研修を修了し登録されている「キャラバン・メイト」らが務めま

した。参加した 1 年生と教諭ら 83 人は、スライドやグループワークを通じ、

認知症の症状や認知症の方・家族の気持ちを学び、認知症への理解を深め

ました。

　認知症の方への対応のポイントは、3 つの「ない」です。一つ目は「驚かせない」、必ず前から話しかけましょう。

二つ目は「急がせない」、一度にさまざまなことを話すとパニックになってしまうためです。三つ目は「自尊心を

傷つけない」、認知症の方は何も分からないわけではありません。相手の心を思いやりながら話すことが大切です。

自分たちのできることを考える生徒

　講座修了後、生徒にサポーターの証し「オレンジリング」が配られ、新たな認知症サポーターが誕生しました。

認知症の方を、温かく見守り、優しくサポートする心を育ててもらえたらと思います。
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平成31年4月採用　加西病院職員を募集 問合先／加西病院総務課☎42-2200

●募集職種

職種 採用予定人数 受験資格

看護師 2 名程度
昭和 54 年 4 月 2 日以降に生まれた方で、看護師の免許を有する方、または平成 31 年
国家試験において同免許を取得予定の方

介護福祉士 4 名程度
昭和 44 年 4 月 2 日以降に生まれた方で、介護福祉士の免許を有し、介護福祉士として
の実務経験が 1 年以上ある方

理学療法士 若干名
平成 1 年 4 月 2 日以降に生まれた方で理学療法士の免許を有する方、または平成 31 年
国家試験において同免許を取得予定の方

●受験申込・試験日程

受験申込

提出書類 加西病院所定の受験申込書や受験票など　※詳細は募集要項をご覧ください。

受付期間 8 月 17 日（金）～ 9 月 28 日（金）

申込先 〒 675-2393（住所表記不要）加西病院総務課（病院東館 2 階）

試験日程・種目
共通・看護師（第 1 回）／ 10 月 13 日（土）筆記試験、面接
看護師（第 2 回）／ 10 月 16 日（火）筆記試験、面接

※募集要項や受験申込書は、加西病院ホームページからダウンロードできます（加西病院でも配布しています）。

　睡眠時無呼吸症候群（SAS）は、眠っている間に呼吸

が止まる病気です。息が止まると血液中の酸素濃度が低

下して、全身性疾患を引き起こす原因になったり、眠り

が浅く寝不足になるため、日中居眠りをしたり交通事故

を引き起こす確率が高くなります。この病気は、睡眠の

質だけでなく生活習慣病（高血圧、心臓病、脳卒中、糖

尿病など）や重大な疾病の引き金となる可能性があるの

で、早期発見・早期治療が大事です。

●症状は

　自分では息が止まっていることに気付かない人が、ほ

とんどで、いびきがうるさいなど周りの方（家族など）

からの指摘や、日中の強い眠気や倦怠感から気が付くこ

とがあります。主な症状は、①いびきをかく、②いびき

が止まり、大きな呼吸とともに再びいびきをかきはじめ

る、③夜中に何度も目が覚める、④起床時に口が渇いて

いる、⑤起床時に頭が痛い、ズキズキする、⑥熟睡感が

ない、⑦日中に強い眠気がある、⑧いつも倦怠感や疲労

感がある、⑨集中力が続かない・・など。

　市立加西病院では、睡眠時無呼吸症候群のスクリーニ

ング検査としてパルスオキシメータを行っています。指

先にセンサーを装着して寝ていただき、血液中の酸素の

状態と脈拍数を測定し、睡眠中の無呼吸を予測するもの

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

睡眠時無呼吸症候群について で、検査費用は 3 割負

担の方で 300 円です。

それ以外に、指先に加

え鼻に呼吸のセンサー

を付け、血液中の酸素・

呼吸の状態を測定する簡易検査（検査費用 2,700 円）、

病院に一泊して脳波・筋電図・心電図・呼吸・血液中の

酸素などさまざまな生体信号を測定して行う精密検査

（PSG 検査）があります。1 つでも睡眠時無呼吸症候群

の症状のある方は、内科外来受診の上、検査を受けてみ

てください。　　　　　　　　（中央検査科　渡辺浩志）

加西病院だより第 31 号（8 月発行）について

・外科の紹介ページに掲載している蛇の写真（5 頁）に

ついて、掲載誤りがあるのではないかとのお問い合わせ

がありました。この写真については、（一財）日本蛇族

学術研究所より提供をしていただいた写真であり、名称

と写真についても事前に確認をしていただいており誤り

ではありません。ご理解の程よろしくお願いします。

・院長のあいさつ（2 頁）中、勤務時間を「午前 8 時半

～午後 15 時 15 分」としていましたが、「午前 8 時半

～午後 5 時 15 分」の誤りでした。

※加西病院だよりの発行が半年に一回であるため、かさ

い広報にて訂正してお詫びいたします。

パルスオキシメータ
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　宮本久雄さんが続けられている高齢者夫婦の記念撮

影が、今年で 60 年目を迎えました。宮本さんは、昭

和 34 年から数え年の合計が 159 歳か 160 歳になる

夫婦をボランティアで撮影する活動を続けられてきま

した。これまでに撮影した夫婦は、なんと 2641 組と

なりました。「切磋琢磨しながら、感性が鈍らない写

真と体力を維持していきたい」と語られました。

▲撮影をする宮本さんと上坂忠勝・千江子さん夫妻

高齢者夫婦を撮影して 60年7/18

タ
ウ
ン
ト
ピ
ッ
ク
ス

　南部公民館主催のメンズカレッジが、６月～３月に

かけて開校されています。「趣味探求コース」と「クッ

キングコース」の２コースがあり、隔月で実施されて

います。先生の説明を熱心に聞かれたあと、受講生の

皆さんは実際に野菜を切ったり、炒めたりと、先生

のアドバイスを受けながら、楽しく調理されました。

11 月には、パンづくりにも挑戦されます。

▲熱心に料理をするメンズカレッジ受講生の皆さん

メンズカレッジ、手料理に挑戦7/4

　兵庫県政 150 周年記念式典で、山岡夕里子さん（富

田小 6 年）が、「みらい“ひょうご 150”プロジェク

ト」作文コンクールで、昨年度の優秀賞を受賞した作

文「こども狂言 根日女」を発表しました。「子ども狂

言塾での活動を紹介することで、加西市以外の人たち

にもこんな素晴らしい物語があるということを、心を

こめて伝えたいです。」と話してくれました。

▲神戸国際会館こくさいホールで、作文を発表する山岡さん

兵庫県政150周年式典で作文を発表7/12

　犯罪や非行をした人たちの再犯・再非行を無くし、「あ

やまち」からの立ち直りを支える地域をつくろうと、保

護司会加西分区や更生保護女性会、地区推進委員、市な

どが、「社会を明るくする運動」を行いました。参加し

た約 120 名は、犯罪や非行のない社会を築いていくこ

とを呼びかけました。会場では、愛の光こども園児によ

る太鼓演奏もあり和やかな雰囲気に包まれました。

▲キャンペーン用品を配りながら啓発活動をする参加者

安全で安心な地域社会を7/3
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ま
ち
の
出
来
事

　加西市役所 1 階エントランスホールで 1 期 3 年間

にわたり教育長を務められた高橋晴彦前教育長の退任

式が行われました。平成 27 年７月に加西市教育長に

就任し、開かれた学校づくりや幼保一体化などに尽力

しました。高橋前教育長は「皆さんの協力で充実した

職務ができた」と感謝の言葉を述べられ、大きな拍手

と職員の花束で見送られました。

▲職員から感謝の花束を贈られる高橋前教育長

高橋教育長が退任されました7/18

　NPO 法人ねひめカレッジ（加西市国際交流協会）

主催の国際交流夏祭り「なつのゆうべ」が善防公民館

で開催され、ベトナム、中国、アメリカなど９カ国か

ら 80 名が参加。会場には特設の流しそうめん台が設

置され、日本の子どもたちが食べるのを興味津々な様

子で見られていました。参加した外国人は、スーパー

ボールすくいなど日本の縁日文化を楽しまれました。

▲初めて見る流しそうめんに興味津々な参加者たち

9 カ国から参加　国際交流夏祭り7/22

　加西市農村女性組織連絡協議会が主催する「親子

料理教室」が市民会館で行われ、10 組 22 名の親子

が参加しました。

　同会会員から加西の農作物についての説明と地産

地消の大切さを教わり、加西産の野菜をふんだんに

使ったハンバーグと、加西ゴールデンベリーＡを使っ

たキラキラゼリーを作りました。

▲加西ゴールデンベリー A を使ったゼリーを作る子どもたち

加西のぶどうと野菜で料理教室8/8

　皮革業の１つである太鼓作りを通じ、命を考える人権

研修として、牛の革を使ったオリジナル太鼓作り教室

が、善防公民館で開催されました。姫路市で太鼓作り職

人をされている講師の十八代目太鼓屋六右衛門さんは

「太鼓作りは、その時の思い出と頂いた命をつめる作業

なんです」と命の尊さを説明され、参加者 49 名は、い

い音が出るように力を合わせ、皮を張っていきました。

▲親子で協力しながら太鼓を作る参加者

夏休み太鼓づくり教室7/22
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講座・イベント

人権フィールドワーク

たつの市の皮革工場（タンナー工場
見学・革小物製作体験）と霞城館を
訪問し、人権について学びます。
日時：10/27（土）8:50 市役所発
定員：先着 20 人
材料費：1,000 円※昼食は自己負担
募集期間：9/3 ～ 9/28 まで
申込先：人権推進課☎ 42-8727

ふるさと再発見ハイキング
●小谷を歩こう
　天気の良い日には、明石海峡大橋や淡路島も見渡せる播
磨の絶景“小谷城跡”と小谷の歴史にふれるコースです。
日時：9/28（金）9:15 ～ 12:00　集合：小谷公民館（駐車場有）
コース（約 4㎞）：小谷公民館～陽松寺～赤松祐尚の石碑～頂上本丸跡～
石造五輪塔・阿弥陀堂～小谷石仏～小谷公民館
参加費：300 円（保険代）　問合先：観光案内所☎ 42-8823（当日参加可）

講演会「宝塚時代に学んだ  
 心と身体の磨き方」

日時：11/12（月）18:30 ～ 20:00
場所：加東市滝野文化会館
講師：堀内明日香さん（元宝塚歌劇
団宙組 華凛もゆる）
参加費：無料（先着順）
申込先：社納税協会　☎ 0795-42-
0360　fax0795-42-4449

映画上映「しあわせの雨傘」

日時：9/21（金）、26（水）13:30 ～
場所：アスティアかさい 3F 多目的ホール
定員：先着 96 人（無料）
問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706

第32回姫路矯正展

受刑者が製作した刑務作業製品の展
示即売会や施設の見学など。
日時：10/20（土）10:00 ～ 16:00、
10/21（日）10:00 ～ 15:00
場所：姫路少年刑務所（姫路市岩端
町 438）☎ 079-293-4133

臨時職員（保育士、幼稚園教諭）を募集

応募資格：保育士資格または幼稚園教諭免許を有する方　選考：面接試験
申込：市販の履歴書（顔写真を貼付、希望職種を記載）と免許状・資格証
の写しを持参または郵送（封筒表に履歴書在中と明記）　※随時受付中
申込先：〒 675-2395（住所表記不要）こども未来課 ☎ 42-8726

職種 勤務日・時間 賃金等 勤務地

保育士
幼稚園教諭

週に 5 日勤務
① 8:30 ～ 17:15
② 8:30 ～ 14:00
③ 14:00 ～ 18:00
※勤務時間は相談可

①日額 8,960 円
②③時間給 1,120 円
※社会保険・雇用保
険加入、通勤手当あ
り

公立の
・保育所
・こども園

　防空壕や機銃座跡に入ったり、体験したりしながら身近にあるかつての
戦争と今の平和を感じる散策コースです。
日時：9/29（土）10:20 ～　　集合：法華口駅（駐車場無）
コース（約 6.5㎞）：法華口駅～防空壕跡～機銃座跡～地下指揮所跡～鶉
野飛行場跡～播磨下里駅　　参加費：無料（弁当要）
主催：神鉄コミュニケーションズ、観光まちづくり協会
問合先：観光まちづくり協会☎ 42-8715（申込不要）

加西風土記の里ウォーク
　～鶉野飛行場跡歴史と機銃座跡散策コース～

市民会館からのお知らせ

●寺井尚子クインテットクリスマス
ジャズライブ
ゲスト：加西児童合唱
団さるびあっ子 / 混声
合唱団ヴォルケ / コー
ラスねひめ / ひまわり
コーラス
日時：12/24（月 ･ 祝）14:30 ～
料金：3,500 円（全席指定）
※発売日 9/15（土）～
●市川由紀乃 コンサート～艶心～
公演日：1/27（日） 
開演時間：① 12:30 ② 16:30
料金：5,000 円（全席指定）
※発売日 9/29（土）～
● 9 月の 1day 講座
知育リトミック教室（0 歳～ 3 歳）
開催日：9/7（金）
プロが教える苔テラリウム講座
開催日：9/19（水）
菓遊館の和菓子教室（親子参加・可）
開催日：9/24（月 ･ 祝） 
※詳しくはお問い合わせください。
問合先：加西市民会館☎ 43-0160

●ガイドと行く鶉野飛行場跡の戦争遺跡探訪
　鶉野飛行場跡周辺には、数多くの戦争遺跡が現存しています。ボランティ
アガイドと一緒に探訪してみませんか。
日時：10/6（土）9:00 ～ 12:00　集合：鶉野平和祈念の碑苑（駐車場有）
コース：鶉野平和祈念の碑苑～鶉野飛行場跡～巨大防空壕跡～映画ロケ地
～機銃座跡～防空壕跡～爆弾庫跡～地下指揮所跡
参加費：300 円（保険代）　申込先：観光案内所☎ 42-8823（当日参加可）
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オークタウン加西健康教室

脳を楽しく活性化させるシナプソロ
ジー教室と、全身ゆったりリラック
スできるストレッチポール教室をそ
れぞれ 30 分ずつ行います。
日時：10/3･17･11/7･21･12/5･19
10:00 ～ 11:00  全 6 回（水曜日）  
講師 : 荒木円真さん（シナプソロ
ジー指導員）
対象 : 高校生以上（託児なし）
定員 : 先着 15 名
参加費：1,800 円（300 円× 6 回分）
持ち物：タオル、飲み物
受付：9/7（金）10:00 ～※電話のみ
場所 ･ 問合先：オークタウン加西
☎ 44-2595

イチガタツ～北条食の市～

イチガタツは、北条旧市街地で開催
する“食の市”です。今春に続き２
回目の開催になります。空き店舗の
軒先などをお借りして、飲食の起業
希望者等が出店しますので、遅めの
朝ごはんがてら、散歩がてら、お気
軽にお越しください。
日時：9/29（土）10:00 ～ 14:00
場所：北条旧市街地 御旅筋周辺
問合先：ランドブレイン株式会社
☎ 06-6541-2755 kai@landbrains.co.jp

秋の卓球教室

基礎練習からワンポイ
ント指導まで、その方
に合わせてレッスンし
ます。初心者や見学だけの方も大歓迎。
開催：全 10 回（毎週月曜日 9/3 ～）
時間：10:00 ～ 12:00
場所：加西勤労者体育センター
参加費：300 円
※初回のみ保険代 300 円別途
持ち物：体育館シューズ、タオル、
飲み物
申 込 先： 加 西 市 体 育 協 会 ☎ 47-
1420( 加西勤労者体育センター内 )

カラーズ・ファミリー・クラブ

地域の障害者とご家族などを対象に
自家焙煎コーヒーなどを楽しみなが
ら障害者福祉の現状や課題を共有し
ます。障害者福祉に興味がある方な
ら気軽に参加可能です。
日時：9/17（月 ･ 祝）13:30 ～ 15:30
参加費：300 円（中学生以上）
※飲み物・お菓子・お土産付
申込先：NPO 法人 sky トゥルーカ
ラーズ加西☎ 33-9885

スポーツ大会の結果

●すぱーく加西杯グラウンドゴルフ大会
（7/28、すぱーく加西）
1 位 井上明弘　2 位 葭田徳子
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773

平成30年度ホスピタル
 フェア中止のお知らせ

７月７日（土）に開催を予定してい
た本年度のホスピタルフェアは、大
雨警報により中止しました。再度、
開催を検討しましたが、日程調整の
都合で本年度の開催を断念しました。
ご了承ください。
問合先：市立加西病院総務課
☎ 42-2200

ヴィッセル神戸加西市民応援デー

ヴィッセル神戸の観戦
チケットを加西市民に
優待価格でご案内
試合 : ヴィッセル神戸
vs  V･ ファーレン長崎
日時 :10/6（土）19:00 ～
場所 : ノエビアスタジアム神戸（神
戸市兵庫区御崎町 1-2-2）
定員 :100 人（多数の場合は抽選）
席種 : クラブ指定の自由席
価格 : 大人 1,500 円、小中 500 円
※別途、発券手数料（108 円 /1 枚）
と支払手数料 162 円（コンビニの
場合）が必要
応 募 方 法 : vk1006@m.msgs.jp 宛
に空メールを送信し、返信される申
込フォームにより応募
当選連絡 : 試合 1 週間前までに通知
締切：9/23（日）まで
問合先 : ヴィッセル神戸チケットセ
ン タ ー ☎ 078-599-8051（10:00
～ 17:30 土日祝休）

　「平和祈念の碑」は、平成 11 年 10 月、
旧軍関係者および地元の人たちのご寄進
により建立しました。その後、旧軍関係
者の多くが亡くなられ、今では保存会で
碑の管理、式典を執り行っています。今
年で 20 年を迎えます。

第 20 回 平和の祈念祭

日時：10/7（日）13:00 ～
場所：加西市鶉野町「平和祈念の碑」前
　　　※申込は不要です。駐車場もあります。
問合先：鶉野平和祈念の碑苑保存会（鶉野平和祈念祭）☎ 49-0759

鶉野飛行場や戦争関連の資料をご提供ください

（一社）鶉野平和祈念の碑苑保存会では、鶉野飛行場
や加西市での戦争関連の資料を集めています。時代
の経過とともに、当時の記録はますます貴重なもの
となりつつあります。ご協力をお願いします。
問合先：同保存会（三宅）
☎ 49-0759

鶉野飛行場跡
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くらし

第 1 回「伝え方のコミュニケーションセミナー」
日時　9/12（水）19:00 ～ 21:00
場所　アスティアかさい 3F 集会室
講師　今村 明浩さん（IMAMURA 企画代表）

～かさいまちあそびプレゼンツ～
「市民活動のための入門セミナー」参加者を募集！

市民活動を行っている団体・個人を対象に、事業の企画・運営能力、内部
コミュニケーションの向上を図るセミナーです。

定員　各セミナーともに先着 60 人（参加無料）
対象　市内で市民活動を行っている、もしくは行おうと考えている方
申込方法　下記内容をメールまたは fax で申し込んでください。
①希望のセミナー ②氏名 ③団体名（あれば） ④住所 ⑤電話番号
申込開始　9/6（木）から　　申込期限　各セミナー開催日の 2 日前まで
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

第 38 回加西観月の夕べ

加西市茶道協会によるお茶席です。
秋の夕べに美しい月を眺めながら、
野だてを行います。
日時：9/24（月 ･ 祝）16:00 ～ 20:00
場所：健康福祉会館
お茶席：一席 400 円
茶席券販売場所：観光案内所（北条
町駅内）、観光まちづくり協会（市
文化・観光・スポーツ課内）
主催：加西市茶道協会
問合先：観光まちづくり協会
☎ 42-8715

高齢者・障害者のための
 成年後見相談会

成年後見制度全般に関する面接によ
る個別相談を行います。
日時：9/15（土）10:00 ～ 16:00
場所：加東市社福祉センター（加東
市社 26 番地）
問合先：兵庫県司法書士会総合相談センター
☎ 078-341-2755（平日 9:00 ～ 17:00）

今村さん

宝楽さん

加西市定例教育委員会

どなたでも傍聴できます。
日時：9/19（水）14:00 ～
場所：市役所 5 階大会議室
問合先：教育総務課☎ 42-8770

イベント・教室のお知らせ

●大人のよか余暇くら部
内容：ソフトバレーボール
日時：9/28（金）19:00 ～ 20:30 
場所：勤労者体育センター
対象：20 歳～ 60 歳の方
持ち物：運動靴、飲み物、タオル
●休日リフレッシュ教室
内容：リラクゼーションストレッチ
日時：9/30（日）10:00 ～ 11:00
場所：健康福祉会館
持ち物：上履き、飲み物、タオル
･････････････････････････････････
定員：いずれも先着 20 名（参加無料）
申込先：健康福祉会館☎ 42-6700

知的障がい者・児　福祉相談会

日時：9/12（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

外国人雇用は適正に！

雇い入れ・離職時の届出と適切な雇
用管理は事業主の責務です。事業主
の方が守らなければならないルール
や配慮していただくべき内容をご理
解の上、適正な外国人雇用をお願い
します。詳しくは、ホームページを
ご覧ください。
問合先：厚生労働省兵庫労働局職業
対策課☎ 078-367-0810

公立幼保の入園案内説明会

平成 31 年 4 月以降に入園を予定さ
れているお子さまの家庭を対象に、
公立幼保施設（認定こども園・幼児
園・保育所）の入園案内説明会を行
います。
日時：9/21（金）① 9:00 ～
② 10:30 ～　③ 14:30 ～
9/26（水）④ 9:00 ～  ⑤ 10:30 ～
※全て同じ内容です。
場所：市役所 1 階多目的ホール
問合先：こども未来課☎ 42-8726

第 2 回「会議を活性化させるファシリテーションセミナー」
日時　9/26（水）19:00 ～ 21:00
場所　アスティアかさい 3F 集会室
講師　宝楽 陸寛（NPO 法人 SEIN 事務局長）

アコースティック
 フェスティバル 2018

疲れた身体と心を、爽
やかなアコースティッ
クサウンドでリフレッ
シュしませんか？お楽
しみ抽選会もあります。
日時：9/8（土）15:00 ～ 17:30
場所：アスティアかさい 3 Ｆ多目的ホール
出演者：カリンボ、あずまつるぎざ
か楽団、sho-ko ♪、箱庭、Middle 
West
スペシャルゲスト：千城恵さん（元
タカラジェンヌ）
入場料：500 円（小学生以下無料）
定員：96 人（申込不要）
主催：加西もりあげ隊
問合先：㈱紅善 三枝☎ 42-1175



15

広報かさい　2018.9 月号

第29回 加西まち活ゆめ広場　

松田さんは、人と人とのつながりを重視した施
策と、商店街の観光を中心に活動されていま
す。神戸市東灘区の岡本商店街を日本で一番有
名な商店街にするために、やってこられたさま
ざまな取り組みについてお話をしていただき
ます。

将来の年金額を増やしたい
 方は「付加年金」を

国民年金第 1 号被保険者と任意加
入被保険者は、定額保険料（月額
16,340 円）に加えて付加保険料（月
額 400 円）を納付することで、将
来の老齢基礎年金に付加年金分が上
乗せされます。上乗せされる付加年
金の年額は、200 円×付加保険料
納付月数です。付加年金を 2 年以
上受け取ると、支払った付加保険料
以上の付加年金が受け取れます。た
だし、国民年金基金に加入中の方や
年金保険料を免除されている方は、
付加保険料の納付ができません。
問合先：市民課☎ 42-8722
加古川年金事務所☎ 079-427-4740

「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：9/26（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 人（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：9/18（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

東播都市計画決定市原案の縦覧

内容：●用途地域（中野・下宮木地
区）の変更決定原案
●中野地区地区計画の変更決定原案
期間：9/11（火）～ 25（火）まで
閲覧場所：都市計画課（平日 8:30
～ 17:15）※縦覧期間中は参考図
書を市ホームページに掲載します。
意見提出：縦覧期間中に閲覧場所で
意見書を提出することができます。
問合先：都市計画課☎ 42-8753

秋の全国交通安全運動

兵庫県警音楽隊がやってきて、秋の
全国交通安全運動キャンペーンを行
います。交通事故に遭わない、起こ
さないため、分かりやすく説明しま
す。その後は、音楽隊のすてきな音
楽をお聴きください。
日時：9/23（日）10:30 ～ 11:30
場所：フラワーセンター正面エント
ランス
問合先：加西警察署交通課総務係
☎ 42-0110

B 型肝炎被害者救済のための
 無料相談・説明会

幼少時の予防接種により B 型肝炎
ウイルスに感染した被害者に対し
て、給付金を支払う特別措置法が制
定されました。給付金を受けるため
の手続きや制度の詳しい仕組みを説
明します。
日時：11/4（日）13:00 ～ 15:00
場所：健康福祉会館ふれあいの間①
問合先：全国 B 型肝炎訴訟大阪原
告団・弁護団☎ 06-6647-0300（平
日 9:00 ～ 17:00）

お詫びと訂正

8 月広報に掲載しています 10 月実
施の「健康大学」の講師名に誤りが
ありました。訂正し、お詫び申し上
げます。
・10 月 11 日の講師名
誤：小野寺健介
正：小野寺建介
・10 月 17 日の講師名
誤：成瀬一弘
正：鳴瀬一弘
問合先：健康課☎ 42-8723

家族介護教室「リフレッシュ
 しながら、らくらく介護」

介護に役立つ技術の習得や介護者の
リフレッシュの場です。
●第 1 回「自分を責めない、後悔
しないための介護の方法」
日時：10/9（火）13:30 ～ 15:00
●第 2 回「家庭における介護食・
嚥下食について」
日時：11/5（月）13:30 ～ 15:00
●第 3 回「排泄ケアセミナー」
日時：12/5（水）13:30 ～ 15:00
●第 4 回「食べる・話す・笑う」
いつまでもおいしく食べるために
日時：1/24（木）13:30 ～ 15:00
･･･････････････････････････････
場所：健康福祉会館
対象：現在介護をされている方や介
護に関心のある方
定員：30 人※各回のみの参加も可
参加費：無料
申込先：加西白寿苑☎ 43-9800

ゲスト：岡本商店街振興組合理事長　松田　朗（まつだ　あきら）さん
日時：9/25（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：9/19（水）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

松田さん

～ 楽しいことで街をもりあげる ～
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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」
絵本の読みきかせや楽しく子育てするコツを伝授
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）
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も可）
募集期間：9/10（月）まで（参加無料）
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
●骨盤体操～産後の体を整え元気に子育て～
日時：9/10（月）10:00 ～ 11:00
講師：竹内佳津子さん（スポーツインストラクター）
対象：産後 5 年未満の方（子どもも可）
定員：先着 20 人（9 月 3 日 9 時から受付）
●動く・こどもの館号がやってくるよ！
人形劇やふれあい遊びを親子で楽しみます。
日時：9/12（水）10:30 ～ 11:30
講師：こどもの館「まちの子育てひろば」体験活動指導員
●レッツゴークッキング！
日時：9/21（金）10:00 ～ 13:00
講師：加西市いずみ会
メニュー：カレー風味チキン・サラダ・野菜スープ
持ち物：エプロン、三角巾、必要な方はおんぶひも
参加費：500 円（要申込 9/14 まで）
●みんなで運動会ごっこ！
抱っこの赤ちゃんから参加できます。みんな来てね！
日時：10/10（水）10:30 ～ 11:30
････････････････････････････････････････････････
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
●心を育てる簡単料理
日時：9/3（月）10:00 ～ 13:00
持ち物：エプロン、三角巾、マスク、抱っこひもやお
んぶひも（必要な方）、水筒
参加費：500 円
●ベビー & キッズマッサージ
日時：9/6（木）10:30 ～ 11:30
持ち物：バスタオル、水筒、オムツ、おしりふき
参加費：無料
●リトミック & クラフト
日時：9/10（月）10:30 ～ 11:30
持ち物：スリッパ（保護者）、上靴（子ども）、水筒
参加費：無料
････････････････････････････････････････････････
対象：0 ～ 3 歳児の親子（要申込）
申込先（場所）：愛の光こども園☎ 48-2733

 わくわく子育て情報

アスティアかさい
 ピンクリボンライトアップ

乳がんの正しい知識を広め、乳がん
検診の早期受診を推進する事などを
目的とするピンクリボン運動の一環
として、加西市および周辺市町でピ
ンクライトアップを行います。この
機会に乳がん検診を受けましょう。
場所：アスティアかさい（北条鉄道側）
日時：9/28 ～ 10/1 の 19:00 ～ 22:00
問合先：健康課☎ 42-8723

就職支援セミナー

採用者目線を知る！いろいろな立場
を経験できる面接対策講座です。
日時：9/19（水）10:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：浜本美佐子さん（あかし地域
若者サポートステーション）
定員：先着 18 人
受講料：無料
申込先：加西市ふるさとハローワー
ク☎ 42-7600

弁護士による無料法律相談

日時：9/20（木）13:00 ～ 16:00
※毎月 1 日より事前予約を受付（休
日の場合はその翌日）。また、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。ご了承ください。
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）
予約先：ふるさと創造課☎ 42-8706

ぜんぼうキッズからのお知らせ
●運動会ごっこ（室内あそび）
日時：9/28（金）10:30 ～ 11:30
対象：ハイハイのできる方から
●ベビーマッサージ
日時：10/1（月）10:30 ～ 11:30
講師：上杉忍さん（ベビーマッサージインストラクター）
対象：4 カ月～ 1 歳 6 カ月の子とその親
定員：先着 15 組（要申込・9/10 から受付）
参加費：100 円
●「mama market」出店者を募集
日時：10/21（日）10:00 ～ 14:00
内容：フリーマーケット
　　　（育児グッズや雑貨の販売）
定数：先着 14 ブース（9/10 から受付）
････････････････････････････････････････････････
申込先（場所）：ぜんぼうキッズ（善防公民館）
☎＆ fax48-3404
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平成 29 年度消費生活相談の状況と対策

●相談件数
昨年度の相談件数は、256 件（前年度は 262 件）でしたが、
1,000 万円を超える詐欺被害もあり被害総額は増加しました。
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募 集

期限内納付にご協力を

平成 30 年度国民健康保険税 3 期の
納期限は 10 月 1 日（月）です。
問合先：税務課☎ 42-8712

緑のカーテンコンテスト
 参加者募集！

夏場の節電、CO2 削減、
暑気対策として、「緑の
カーテン」の写真を募
集します。播磨圏域連
携中枢都市圏事業とし
て、加西市を含む播磨
圏域 8 市 8 町から募集します。詳
しくはお問い合わせください。
応募対象：個人部門、団体部門、幼
稚園・保育園部門、公共部門
応募方法：取り組みレポートと写真

（10 枚まで）を提出
募集期間：9/28（金）必着
申込・問合先：〒 670-8501　姫路
市安田四丁目 1 番地　姫路市環境
政策室「緑のカーテンコンテスト」
係☎ 079-221-2468

防衛省自衛官募集

種目：防衛大学校学生、防衛医科大
学校医学科学生、防衛医科大学校看
護学科学生
資 格： 平 成 31 年 4 月 1 日 時 点 で
18 歳以上 21 歳未満の高等学校ま
たは高専 3 年次修了者（見込含）
受付期間：9/5（水）～ 28（金）
問合先：自衛隊兵庫地方協力本部・
青野原分駐所☎ 0794-66-7959

市民講座 終活シリーズ
 第3回 遺言書の書き方

遺言書を残して、残された家族のト
ラブルを防ぎましょう！
日時：9/19（水）13:30 ～
場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：藤原友美さん（司法書士）
定員：先着 30 名（要予約）
※ 9/3 より受付開始
受講料：無料
申込先：ふるさと創造課☎ 42-8706

平成 30 年住宅・土地統計調査

この調査は、昭和 23 年から 5 年毎
に行われ、全国約 370 万世帯、加
西市では約 2,200 世帯の方々を対
象とした調査です。世帯の居住状
況、世帯の保有する住宅土地の実態
を調査し、住生活関連施策の基礎資
料を得ることを目的としています。
9 月上旬から 10 月上旬にかけて統
計調査員が伺いましたら、調査票へ
の記入またはインターネットでの回
答をお願いします。
問合先：総務課 42-8702

中退共の退職金制度について

「中退共」は国の制度な
ので、安心・確実に国
の助成を受けられます。
詳しくはホームページ
をご覧ください。①新
規加入や掛金月額を増
額する場合、掛金の一部を国が助成
②社外積立で、管理も簡単③パート
や家族従業員も加入できます。ま
た、加西市では中退共制度を利用さ
れた場合、共済掛金の一部を申請に
より補助しています。産業振興課で
受け付けていますので、制度ご利用
の事業者さまはお忘れなく。
問合先：（独）勤労者退職金共済機
構☎ 03-6907-1234　
産業振興課☎ 42-8740

消費税軽減税率制度説明会 
 を開催します。

日時：9/11（火）15:00 ～ 16:00
場所：加東市社公民館 2 階研修室（加
東市木梨 1134-60）
定員：180 名（事前申込不要）
問合先：社税務署法人課税第一部門
☎ 0795-42-8263

●事例別
インターネット通販やアダルトサイト、架空請求のトラブルが多く、全体
の約 4 分の 1 を占めています。また、はじめは水回りの修理だけだった
のに、気づけば次々に契約をさせられるという事例も多く、要注意です。

●年代別
50 歳代、60 歳代の相談件数が増加。インターネット通販や、米の買い
取りトラブルが多いです。70 歳代の相談件数も依然として多く、高齢者
がターゲットとなっています。一方、30 歳代の相談件数が減少していま
すが、これはこの年代に多いアダルトサイトや出会い系サイトの手口がよ
く知られ、トラブルを未然に防ぐことができているためと思われます。

●本年度流行の兆しのある事例
パソコン操作中に『危険』と警告表示が出て、あわてて電話したところソ
フトをインストールされ代金を請求される、という事例に注意が必要です。
また、携帯電話のＳＭＳ機能を利用した架空請求の事例も出てきています。

●相談先
あわてて料金を支払う前に、まずはご相談ください。支払ってしまったお
金でも、取り返せる場合もあります。
加西市消費生活センター　42-8739（花咲く）平日 9:00 ～ 16:30
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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。

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） 　　  　
9 月 16 日（日）　西村耳鼻咽喉科 　☎ 42-6020（北条町）　　　　
9 月 17 日（月）　みのりクリニック 　☎ 49-8470（下宮木町）　　
9 月 23 日（日）　西村医院　　　 　☎ 49-0001（中野町）
9 月 24 日（月）　小野寺医院　　　　　　☎ 48-3737（王子町）　　　
9 月 30 日（日）　北条田仲病院　　 　☎ 42-4950（北条町）

10 月 7 日（日）　安積医院　　　 　☎ 46-0361（西剣坂町）　　
10 月 8 日（月）　安田内科・循環器内科クリニック ☎ 43-7931（北条町）　　　　

平成31年度兵庫教育大学
 附属幼稚園児の募集

募集人数：
① 3 年保育（3 歳児）：40 人

（H27.4/2 ～ H28.4/1 生まれ）
② 2 年保育（4 歳児）：20 人

（H26.4/2 ～ H27.4/1 生まれ）
出願資格：入園時において兵庫県内
に保護者と同居していること
説 明 会：10/3（水）10:45 ～（本
園遊戯室）
出願期間：10/15（月）～ 19（金）
選考方法：出願書類および本園が定
める選考方法による審査。審査の結
果、合格者が募集人員を上まわると
きは抽選を行います。
問合先：附属学校事務室
☎ 0795-40-2218

県立ものづくり大学校
 平成31年度入校生を募集

対象：高等学校等新規
学卒者、18 歳以上の求
職者など※詳しくはお
問い合わせください。
募集コース：住宅設備、木造建築、
機械加工、機械製図・工作、溶接、
金属塗装、ものづくり複合
出願期間：10/1（月）～ 18（木）
選考日：10/24（水）
問合先：県立ものづくり大学校（姫
路市）☎ 079-240-7077

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）
● 2 カ月児（先天性股関節脱臼）健診 
日時：9/27（木）13:00 ～ 13:45
対象：平成 30 年 7 月生まれの乳児
● 4 カ月児健診
①日時：9/4（火）13:00 ～ 13:45

対象：平成30年4月生まれの乳児
②日時：10/2（火）13:00 ～ 13:45

対象：平成30年5月生まれの乳児
● 1 歳 6 カ月児健診 
日時：9/11（火）13:00 ～ 13:45
対象：平成 29 年 3 月生まれの幼児
● 2 歳児教室（各回１５分まで）
日時：9/7（金）13:00 ～、14:00 ～
対象：平成 28 年 9 月生まれの幼児
● 3 歳児健診
日時：9/18（火）13:00 ～ 13:45 
対象：平成 27 年 7 月生まれの幼児
●乳幼児保健相談（希望者）
日時：9/13（木）13:00 ～ 13:45
●離乳食講習会初期（予約制）
日時：9/25（火）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：9/28（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： 9/14（金）13:00 ～ 13:30
②日時：10/12（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

平成31年度県立農業大学校
 学生の募集について

高度な農業技術や経営管理能力を学
び、地域農業の担い手を養成する専
修学校です。
募集人員：40 人
教育期間：2 年
推薦入学と一般入学があります。詳
しくは、県立農業大学校のホーム
ページまたは下記まで。
問合先：県立農業大学校☎ 47-1551

熱気球フライトスタッフを
 募集します

かさい熱気球サポー
タークラブでは、熱
気球スタッフおよび
熱気球パイロットに
興味のある方へ、熱
気球のことを学ぶた
めの「熱気球スタッフ養成講座」を
９月より全５回で開催します。一緒
に活動してくださる方を広く募集し
ています。ご興味のある方は、ぜひ
お申し込みください。
開催日時：9/16（日）2 時間程度
※２回目以降は、月に１回開催予定
申込方法：下記アドレスまで申し込
んでください（定員 30 人）。
問合先：かさい熱気球サポーターク
ラブ阿部政人 ☎ 090-1593-2195
abe.kasai.netukikyuu@gmail.com
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おくやみ

敬称略。7/11 ～ 8/9　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。

●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 9/5（水）、26（水）、10/3（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
9/6（木）、20（木）、10/4（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 9/27（木）13:00 ～ 15:00 加東健康福祉事務所※予約制

アルコール問題相談☎ 0795-42-9367 9/12（水）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 9/13（木）13:30 ～ 16:00 健康福祉会館

精神障害者福祉相談☎ 42-8725 9/26（水）13:00 ～ 15:00 市役所 6 階会議室

心配ごと相談☎ 43-0303 9/13（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）、10/2（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 9/27（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） 9/20（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

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 9/6（木）、10/4（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
9/3（月）、10/1（月）13:00 ～ 15:50
アスティアかさい 3 階ワークルーム

税理士による無料税務相談☎ 42-1245 ※予約不要 9/6（木）、20（木）、10/4（木）13:00 ～ 15:30 市役所 6 階会議室

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。



●開催期間　9 月 29 日（土）～ 11 月 4 日（日）　　  ●開催場所　市内全域

●体験プログラムの例

　真鍮スプーン作り、焙煎コーヒー講座、パパママ写真教室、気球搭乗体験など

●参加方法（全プログラム事前予約制）

　①ガイドブックや公式ホームページで気になるプログラムをチェック

　②プログラムごとに指定された方法で申し込み

　※予約の受付開始は、9 月 18 日 ( 火 ) 午前 10 時から

　※運営事務局では、予約の受付は行っていません。

●公式ホームページ 

　http://www.fudoki1300.city.kasai.hyogo.jp/machiasobi/

　※一部のプログラムは、ホームページから申し込めます。

●ガイドブックの設置場所

　公民館、アスティアかさい、図書館、観光案内所、市役所、健康福祉会館
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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
H30.7.31 現在（前月比）

人口／ 44,612（ +28 ）
7 月の出生数／ 12 人

男／ 21,803（ +30 ）
死亡数／ 35 人

女／ 22,809（ -2 ） 世帯数／ 17,943（ +60 ）｜ ｜ ｜

広報かさい　2018.9 月号

● 9/12、26 は市民課・国保医療課窓口を延長（17:15 ～ 19:00）
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「かさいまちあそび」に参加しよう
問合先／文化・観光・スポーツ課☎42-8756
　　　　fax42-8745  kanko@city.kasai.lg.jp

　「かさいまちあそび」は、加西市の「ヒト・モノ・コト」いっぱい・期間限定の地域あそびイベントです。69 個のス

テキなプログラムが、加西市を彩ります。プログラムに参加して豪華賞品が当たるキャンペーンも開催します！

ガイドブックの表紙

　Facebook ページ、Instagram で最新情報をチェック！いいね！、フォロー、シェアで「かさいまちあそび」を盛り

上げよう。ハッシュタグは「# かさいまちあそび」。

Facebook ページは、「かさいまちあそび」で検索。Instagram@machiasobikasai。

公式ホームページ

SNS で「かさいまちあそび」を盛り上げよう！

　特産の加西ゴールデンベリーＡは、かさい愛菜館などで９月 10 日頃

まで、その後はシャインマスカットなどの大粒品種が、店先に並びます。

　近年、加西市では、新規就農により多数の若者が、ぶどう作りに取り

組んでおり、大都市近郊の産地として注目されています。7 月 31 日には

流通事業者が特産化を目指すブラックビートの園地視察に訪れ、生産者

と意見交換を行いました。 流通事業者と意見を交わす生産者

加西ぶどうが、収穫の最盛期を迎えています！

県指定文化財「五百羅漢」で千灯会
問合先／文化・観光・スポーツ課☎42-8756
　　　　fax42-8745  kanko@city.kasai.lg.jp

　８月８日に、五百羅漢で千灯会を開催しました。兵庫県指定文化財に、今年 3 月指定さ

れたため、記念式典を行いました。式典には、教育長、議長、区長会をはじめ、北条小歴

史ガイド隊の皆さんも、出席いただき盛大に開催されました。

羅漢像の前で火をともす子ども

　千灯会には、６００人を超える入場者があり、住職による法要、市民活動団体によるミ

ニコンサート、焼き鳥やかき氷、わた菓子といったお店も出店しました。子どもから大人

まで楽しんでいただき会場は大変にぎわいました。また、境内では約１千本のろうそくに

火がともされ、ろうそくの明かりに照らされた４５９体の石仏がぼんやりと暗闇に浮かぶ

幻想的な雰囲気を堪能しました。


