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大人のよか余暇くら部

スポーツ等を通じて健康づくりに取
り組みます。年間参加者を募集中。
開催：毎月第 4 ㊎ 19:00 ～ 20:30
開催場所：勤労者体育センター・健
康福祉会館・多目的グラウンドなど
対象：20 ～ 60 歳の方（参加無料）
定員：30 名※達するまで随時受付
内容：フットサル ･ バドミントン等
11 月開催
日時：11/27（金）19:00 ～ 20:30
開催場所：勤労者体育センター
内容：バレーボール
持ち物：運動靴、飲み物
申込先：健康福祉会館☎㊷ 6700

●野球（優勝チーム）
県選手権 B 級／伊東電機
播但 B 級／伊東電機
ろうきん杯／九会野球ｽﾎﾟｰﾂ少年団
播但選抜／九会野球ｽﾎﾟｰﾂ少年団
ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ春季／富合野球ｽﾎﾟｰﾂ少年団
●加西市校区対抗前期ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ大会

（令和2年4月～8月、すぱーく加西）
1 位 九会　2 位 西在田
●親善サルビアゲートボール大会

（9/10、市民グラウンド）
1 位 下万願寺　2 位 在田
●ねひめ杯ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会

（9/21、アクアス加西）
1 位 栗山信男　2 位 前田知十司
●第2節ﾘｰｸﾞ戦決勝ゲートボール大会

（9/24、市民グラウンド）
1 位 大内 A　2 位 朝妻
●すぱーく加西杯グラウンドゴルフ大会

（9/26、すぱーく加西）
1 位 栗山信男　2 位 前田知十司
問合先：文化・観光・スポーツ課☎㊷ 8773

スポーツ大会の結果

スポーツ★玉入れ
（アジャター）運動ポイント事業

「アジャター」は玉
入れのスポーツで
すが、みんなが知っ
ている玉入れとは
少し違います。
頭も体も使いながらみんなで楽しめ
るスポーツで、高齢の方にも安心し
です。スポーツの秋…少し体を動か
しませんか？
日時：11/12（木）10:00 ～ 11:30
開催場所：善防公民館
持ち物：運動できる服装・屋内靴
申込先：生涯学習課☎㊷ 8775

講座・イベント

11 月の１day 講座のご案内
押し花カレンダーづくり
開催日：11/8 （日）
プリザーブドフラワー
開催日：11/14（土）
健康コーラス
開催日：11/17（火）
デニム風ツリークッキー
開催日：11/18（水）
はじめてのデコ餅
開催日：11/26（木）
タイルでデコるクリスマスリース
開催日：11/28（土）
ガラスの中の世界・テラリウム
開催日：11/29（日）
問合先：市民会館☎㊸ 0160

市民会館からのお知らせ

11月は3階部分が利用できません。
空調改修工事のため、11 月中は 3
階部分（キッズコーナー、雑誌コー
ナー等）は利用できません。おはな
し会、えほんのひろばもお休みです。
おっきなクリスマスツリーに絵本が
いっぱい
クリスマスツリー BOX をあけると、
お楽しみ絵本が入っているよ。どんな
本かは、借りてからのおたのしみ♪
日時：12 月 2 日（水）～
ＢＯＸの絵本がなくなったら終了
場所：図書館キッズコーナー
キッズクラフト
「フェイスシールドでクリスマス」
フェイスシールドでお面を作ってサ
ンタさんやトナカイさんに変身しよ
う。
先着30名※材料がなくなり次第終了
日時：12 月 6 日（日）10 時～
場所：図書館キッズコーナー
問合先：図書館☎㊷ 3722

図書館からのお知らせ

2021年　加西市成人式

令和 3 年の成人式を以下のとおり
開催します。なお、新型コロナウイ
ルスの感染状況により、中止になる
場合があります。中止の場合は、市
ホームページ等でお知らせします。
また、オンラインでの配信も実施予
定です。
日時：R3.1/10（日）14:00 ～
※受付は 13:30 から
場所：加西市民会館文化ホール
対象： 市 内 在 住 の H12.4/2 か ら
H13.4/1 に生まれた方（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
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イオンモールウォーキング・
健康相談

血管年齢測定等の健康相談と
ウォーキングを実施します。
日 時：11/21（ 土 ）10:00
～ 12:00
場所：ｲｵﾝﾓｰﾙ加西北条 2 階ｺｽﾓｽｺｰﾄ
内容：①健康相談（体組成測定・血
管年齢測定・血圧測定・保健師によ
る健康相談）
②屋内・屋外ウォーキング
定員：①は先着 25 名（事前予約）
②定員なし・申込不要
受付枠：10:10 ～ 10:39（7 名）
10:40 ～ 11:09（7 名）
11:10 ～ 11:39（7 名）
11:40 ～ 12:00（4 名）
申込開始日：11/5（木）9:00 ～
※平日の 9:00 ～ 17:00 に限る。
申込先：健康福祉会館☎㊷ 6700

地域づくり支援セミナー

地域づくりと福祉の連携を考える～
山手校区まちづくり協議会（明石市）
の活動事例から～
山手校区の地域づくり活動事例等を
紹介しながら、ふるさと創造会議等
の地域づくりにおける福祉活動等に
ついて学びます。
日時：11/6（金）19:00 ～ 21:00
場所：加西市民会館 3 階小ホール
講師：佐伯亮太さん（明石コミュニ
ティ創造協会）、立花正夫さん
定員：50 名
申込：氏名・団体名、住所、電話番
号を FAX もしくはメール
申込期限：11/2（月）
申込先：ふるさと創造課☎㊷ 8706

Let's ウォーキング

ウォーキングを楽しみながら市内の
名所を巡りませんか？
開催：11/18（水）10:45 ～ 12:00
※集合は 10:40 ／雨天中止
集合場所：健康福祉会館（ホール前）
対象：どなたでも（参加無料）
定員：先着 20 名
内容：「健康福祉会館～玉丘史跡公
園～山伏峠」コースのウォーキング
持ち物：飲み物、タオル、動ける服装
申込先：健康福祉会館☎㊷ 6700

ハンセン病人権研修

国立療養所「長島愛生園」（岡山県
瀬戸内市）の歴史館・園内見学と、
ハンセン病回復者の講話を予定して
います。
日時：12/1（火）10:00 ～ 18:15 

（※市役所出発）
定員：先着 12 名
参加費：無料 （※昼食は自己負担）
募集期間：11 月 16 日（月）まで
申込先：人権推進課☎㊷ 8727

暮らしの法律
～お金の貸し借り～

お金を貸すときの注意点は何か。お
金を返してもらえない時はどうやっ
て回収するのか。期限までに返せな
くなった場合はどう対応すればよい
のか等学習します。
日時：12/7（月）13:30 ～ 15:00
場所：アスティアかさい３F 集会室
講師：安田孝弘弁護士
定員：20 名（受講無料）要予約
申込先：ふるさと創造課☎㊷ 8706

大工町レンコン掘り

日時：12/6（日）9:00 ～ 11:30
※雨天の場合は 12/13（日）に延期
場所：大工町普明寺下
参加費：1,000 円（小学生以下無料）
持ち物：土を掘る道具など（移植コ
テ、スコップ、長靴、ゴム手袋、袋
など）  ※詳しくは下記まで
問合先：神田☎ 090-3266-1135

古法華石仏まつり

多聞寺住職による読経や新石仏入魂
式などが行われます。なお、新型コ
ロナウイルス感染症拡大の影響によ
り、加古光会の「大根炊き（中風除
け）の接待」は中止とします。
日時：11/23（月）9:00 ～ 11:00
場所：古法華自然公園内「古法華寺」
周辺※国重要文化財「石造浮彫如来
及び両脇侍像」の拝観は、当日無料。
問合先：古法華石仏保存会（高見）
☎ 090-7486-9683

播磨農高祭

各科・コースの農産物を販売します。
日時：11/23（月）9:30 ～ 12:00
※今年度は、ふれあい伝統芸能フェ
スティバルを中止します。
場所：播磨農業高校☎㊷ 1050


