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　加西市は 10 月 16・23 日、11 月 11 日、スポーツや芸術の分野で、優秀な成績を収められた 3 名の皆さんに「さ
わやか市民賞」を贈呈しました。

　　　菅野 忠司さんが、近畿防犯協会連絡協議会防犯功労者表彰を受賞

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

近畿防犯協会連絡協議会 防犯功労者表彰　菅野 忠司さん（常吉町）　防犯協会富合支部

第 53 回美術公募展 上位入賞者の皆さん 問合先／文化・観光・ｽﾎﾟｰﾂ課 ☎42-8773
fax42-8745 bunka@city.kasai.lg.jp（敬称略）

●洋画
市長賞 藤原宏幸 加古川市
議長賞 福井悟 姫路市
教育委員会賞 藤本高雄 姫路市
文化連盟会長賞 若松顕一 姫路市
美術家協会長賞 大谷邦子 加西市

●版画
市長賞 西野通広 神戸市
議長賞 山居茂樹 豊岡市
教育委員会賞 垣内庸孝 西脇市●写真

市長賞 藤澤昌信 市川町
議長賞 小畑孝弘 姫路市
教育委員会賞 藤本尚三 三木市
文化連盟会長賞 杉本伸英 加東市
美術家協会長賞 船田成子 西脇市

●日本画
市長賞 岩崎順子 姫路市
議長賞 井上絹代 姫路市
教育委員会賞 平尾美子 姫路市

●書道
市長賞 浪越花毬 加古川市
議長賞 安野白遥 姫路市
教育委員会賞 稲継由奈 加西市
文化連盟会長賞 増田柚季 加西市

●水墨画
市長賞 牛尾千代 姫路市
議長賞 葭谷照子 加古川市
教育委員会賞 藤井弘子 神戸市
文化連盟会長賞 的場哲也 南あわじ市
美術家協会長賞 大内青水 市川町

●彫塑・工芸
市長賞 岡田茂和 神戸市
議長賞 井上武士 姫路市
教育委員会賞 白山芳子 太子町
文化連盟会長賞 横田和則 明石市
美術家協会長賞 長谷川千賀子 加東市

第 53 回美術公募展上位入賞者の皆さんです。
11 月 17 日に表彰式を行いました。

スポーツや芸術の分野で活躍された皆さん 問合先／秘書課 ☎42-8701
fax43-0291 hisho@city.kasai.lg.jp

梅野真生さん

第 71 回兵庫県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会の２年生男子三段跳の部において 29 年
ぶりの大会記録更新（14 ｍ 83cm）で優勝され、全国大会に出場。
　「大会前から調子がよく記録更新は意識していました。踏切の瞬間、体の浮き上がる感覚がい
つもと違い、記録が伸びるかもと思った」と大会記録更新時の跳躍を笑顔で振り返られました。

梅野　真生さん（社高校２年・西笠原町）

全日本中学校通信陸上競技・兵庫県大会の女子 100 ｍの部と兵庫県・中学校総合体育大会の女
子 200 ｍの部に出場し、2 種目で第 46 回全日本中学校陸上競技選手権大会に出場。　
　「全国大会は緊張したが、家族との練習を思い出していたら、緊張がほぐれました。将来の夢
はオリンピック！家族を連れていきたいです」とすてきな笑顔で話してくれました。

霜門　瑠依さん（北条中 3 年・北条町西南）

第 24 回マルちゃん杯近畿少年柔道大会に社柔道少年団の正選手として出場し、2019 年度マル
ちゃん杯全日本少年柔道大会に近畿地区代表として出場。　
　「柔道の魅力は、小さな体のものが、自分よりも大きな体のものを投げたときです。会場がど
よめく瞬間がとても楽しい。柔道を通じ、ひとの役にたてる人間になりたい」と話してくれました。

小林　嶺坐さん（北条東小 6 年・北条町古坂）

霜門瑠依さん

小林嶺坐さん



7広報かさい　2019.12 月号

朝妻町 初田　典子
豊倉町 森本　貴子
玉野町 西脇　久美子
山枝町 吉田　豊次郎
玉丘町 清水　雅之

谷町・西上野町　　 垣内　俊忠
西谷東町・西谷西町 谷勝　公代
畑町 藤田　勝彥
芝自治区 德平　泰秀
窪田町・吸谷町 後藤　惠子
市村町・坂元町 衣笠　孝
福居町 喜田　豊
谷口町・吉野町・吉野自治区 荒木　晃

●富田地区

福住東町・福住西町 大﨑　善二
山下西町・山下中町 横山　和美
山下東町 井上　順子
西横田町・東横田町 横田　克巳
鎮岩町 本坊　辰夫

●賀茂地区

王子町 前田　安子
戸田井町・両月町　　 中村　美津江
大村町 谷　　陽子
尾崎町 岩崎　ひとみ
段下町・加西の里 東山　幸三
中西南町・中西北町 松田　ふさ子
琵琶甲町・牛居町 岸本　豊
野条町・新生町 蓬莱　俊葊
上野田町 中川　正弘
東野田町 東一　正和
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　久美子
倉谷町・千ノ沢町 櫻井　光男
尾崎団地自治区 小林　葉一

●下里地区

中野町 下村　義明
田原町 ( 北 ) 田井　秀和
田原町 ( 南 ･ 西 ) 木下　真澄
網引町・南網引町 板井　正和
桑原田町・栄町 吉田　百合子
繁陽町・繁昌町の一部 岸本　好子
繁昌町 浅田　辰彦
下宮木村町・工業団地社宅 深田　みわ子
上宮木町 西村　佳子
下宮木町 西田　孝子
鶉野上町 田中　秀子
鶉野南町 松本　乃里子
鶉野中町 塩河　幸子
繁昌自治区 山下　次郎

●九会地区

殿原町 大野　茂樹
鴨谷町 田行　智
笹倉町 甘中　さつき
中富町・中富雇用促進住宅 辻　　沙弓
越水町・北町 別所　正明
別所町 西脇　一禎
佐谷町 楠田　太郎
上野町 能瀬　長人
広原町 宮﨑　一也
下芥田町 黒田　和也
上芥田町 爲廣　髙志

●在田地区

上若井町 小篠　利子
下若井町 篠倉　克彦
大内町 厨子　葉子
下道山町 竹内　叔代
上道山町 五十嵐　健二
下万願寺町 小池　太郎
上万願寺町 大氏　悦子

●西在田地区

甲和泉町・山田町 杉井　博和
乙和泉町 高橋　清文
河内町 西岡　俊史
野上町 高見　定典
池上町・西野々町 譽田　利彦
島町・満久町 藤原　弘子
馬渡谷町・大工町 遠藤　収
鍛治屋町・油谷町 宇仁　眞二郎
田谷町 藤井　一宏
国正町 長谷川　正行
小印南町 長濱　辰夫
青野町 森　　裕治郎

●多加野地区

　民生委員・児童委員、主任児童委員が 12 月 1 日付けで改選され、次の 120 名の皆さまが就任されました。民生委員・
児童委員は、地域の推薦により厚生労働大臣から委嘱されており、地域福祉の増進のための活動をしていただきます。
地域の皆さまの身近な相談相手として、生活上の心配ごとや困りごと、高齢者、障がい者、児童、母子などの相談に応
じ、必要な支援への「つなぎ役」になります。お気軽に近くの民生委員・児童委員にご相談ください。

北条中学校区 柏原　貞仁
善防中学校区 中安　惠子
加西中学校区 本玉　加代子
泉中学校区 山本　勇二

●主任児童委員都染町 多田　雅光
別府西町 別府　好雄
別府中町 松末　立身
別府東町・青野原町 鳥越　隆士
常吉町 菅野　勝義

●富合地区

民生委員・児童委員、主任児童委員の皆さん 問合先／福祉企画課 ☎42-8724
fax43-1801 fukuki@city.kasai.lg.jp

福吉町　　　 山口　和子
本町 衣笠　朋子
南町 田中　誠一
駅前町 玉田　美也子
御旅町・御幸町 岩﨑　隆光
笠屋町 織田　照子
第三住宅自治区 小野　敏枝
宮前町 平井　孝明
曽根自治区 島田　香織
北条団地自治区 原田　孝志
江ノ木町・住屋町・栄町 和田　登喜子
小谷 小松　美智子
栗田 石橋　和子
栗田 畑中　明子
横尾 山本　壯一
横尾 藤原　耕一
古坂 竹内　正和
古坂 藤原　小夜子
古坂１丁目 織田　智子
古坂２丁目 前田　くみ子
古坂３丁目 伊賀　浩一
東高室 石田　貴秀
荒神山住宅自治区 野田　政雄
西高室 高次　均
清水団地・カナダ村 松井　敏樹
東南・東南雇用 豊田　明子
西南・西南雇用 森本　敏正
黒駒・女鹿山 藤本　恵彰

●北条地区 岸呂町 山崎　秀一
西長町・東長町 村田　勝美
東剣坂町 藤川　順子
西剣坂町 三島　孝司
中山町・大柳町 小林　正志


