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ヴィクトリーナ姫路応援バスツアー募集
申込先／文化・観光・スポーツ課 ☎42-8773
fax42-8745 bunka@city.kasai.lg.jp

●開催日／令和 3 年 1 月 16・17 日 ( 土・日 )　2 月 6・7 日 ( 土・日 )

●時間／加西市役所 10:30 集合（11:00 出発）　※試合開始 13:00 ～　

●会場／ヴィクトリーナ・ウインク体育館（姫路市西延末 90）

●対象／加西市在住、在勤、在学の方とその家族

●募集人数／各日 25 名（先着順）　※小学生以下は保護者同伴

●参加費／中学生以上 1,000 円、小学生以下 500 円、2 歳未満無料 ( 席が必要な場合は有料 )　※当日集金します。

●申込方法／電話・Fax・e-mail にて氏名、住所、連絡先をお伝えください。

　うずらの遺産ツーリズム推進協議会は、10 月 25 日（日）と 11 月 14 日（土）に

鶉野飛行場跡周辺でガイドイベントを開催。事前受付された方など、多数参加があり、

北条高校生の戦跡ガイドも好評でした。このイベントは、12 月 19 日（土）にも行い

ます。

うずらの遺産ツーリズム
問合先／加西市観光まちづくり協会☎42-8715
fax42-8745 kyokai@kanko-kasai.com

北条高校生によるガイド案内▶

　　　図書館のクリスマス・年末イベント情報　　　　申込・問合先　図書館☎ 42-3722

思い出の冊子を遊書で作る

　何の制限もなく、ただただ自分の心のままに描くことで、自分自身と向き合う表現アー

トセラピー「遊書」のワークショップを開催します。今年のうちに、今の自分を感じよう。

日時：12 月 27 日（日）14:00 ～ 16:00

場所：図書館 展望読書コーナー

講師：町矢真美さん（奈良県生駒市）

定員：先着 15 名（要事前申込）　※無料（どなたでも参加できます）

としょかん映画会　「永遠のニシパ　北海道と名付けた男　松浦武四郎」

　幕末の蝦夷地を調査して、北海道の命名者となった松本潤演じる松浦武四郎。北海

道が誕生するまでの知られざる格闘の人生をドラマ化！

※図書カードをお持ちの方限定です。お持ちでない方は当日までに図書館で発行手続

きをお願いします。

日時：12 月 16 日（水）、17 日（木）、18 日（金）13:30 ～（13:00 開場）

場所：アスティアかさい 3F 多目的ホール

定員：先着 40 名（無料）※要予約

ペープサート『おおきなかぶ』や不思議な手品もあるよ。サンタさんもきてくれるかも・・・。お楽しみに

▶日時：12/13( 日 )10:30 ～　▶場所：図書館おはなしの部屋　▶先着 10 名 ( どなたでも参加できます )

★おはなしひろば～冬のまき～

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

▶日時：12/6（日）10:00 ～　▶場所：図書館キッズコーナー　▶先着 30 名　※材料がなくなり次第終了

★キッズクラフト　「フェイスシールドでクリスマス」

▶日時：12/2（水）～　BOX の中の絵本がなくなるまで

★おっきなクリスマスツリーに絵本がいっぱい　～お楽しみ絵本貸出もあるよ～
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施設（電話番号：市外局番 0790） 休業期間 備考

市役所 ☎ 42-1110 12/29（火）～ 1/ 3（日）

出生届、婚姻届、死亡届、斎場の予約
は、休業中も市役所東側宿直室（※ 1）
で受付しています。
住民票・印鑑登録証明書等の自動交付
機は 12/29（火）～ 1/3（日）は休止
します。

加西病院 ☎ 42-2200 12/29（火）～ 1/ 3（日） 救急外来は通常どおりです。

斎場 ☎ 44-0760 1/ 1（金）・ 1/ 2（土） 使用予約は年末年始も上記※ 1 で受付

収集カレンダー

による収集

ごみ収集 ☎ 46-0602 1/ 1（金）～ 1/ 3（日） ごみカレンダーで確認ください。

し尿収集 ☎ 46-0334 12/29（火）～ 1/ 3（日）
し尿収集を 12/28（月）に希望される
方は、12/25（金）までに申し込みく
ださい。

加西市クリーンセンターへのごみの持ち込み

・粗大ごみ、埋立てごみ、資源ごみ
※可燃ごみの持ち込みはできません

　　　　　　　　　　　　 ☎ 46-0602

12/29（火）～ 1/ 3（日）
※ 12/27（日）8:30 ～ 16:30 は年
末特別開場日です。

（但し、12 時～ 13 時を除く）

年末は大変混雑します。混雑を避け、
早めにゴミを持ち込んでください。ま
た、2t 車以上での持ち込みはご遠慮く
ださい。排出元（家庭、事業所）での、
ゴミ分別にもご協力をお願いします。

小野クリーンセンターへのごみの持ち込み

・可燃ごみ、粗大ごみ
※埋立てごみの持ち込みはできません

　　　　　　　　　  ☎ 0794-62-6250

12/29（火）～ 1/ 3（日）

年末は大変混雑します。混雑を避け、
早めにゴミを持ち込んでください。受
付時には、身分証（免許証等）の確認
が必要になります。

図書館 ☎ 42-3722 12/28（月）～ 1/ 4（月）
本・AV 資料の返却は 1 階または 3 階
の返却ポストへ

加西市ふるさとハローワーク ☎ 42-7600 12/29（火）～ 1/ 3（日）

地域交流センター ☎ 42-0106 12/28（月）～ 1/ 4（月）

住民票・印鑑登録証明書等の自動交付
機は、期間中は休止します。

1/5（火）～ 1/7（木）の施設利用は、
12/26（土）17 時までに予約が必要
です。

市民会館 ☎ 43-0160 12/28（月）～ 1/ 4（月）

健康福祉会館 ☎ 42-6700
12/28（月）～ 1/ 3（日）
※入浴は 1/5 から開始します。

勤労者体育センター
加西テニスコート
アラジンスタジアム
市民グラウンド
多目的グラウンド

☎ 47-1420

12/28（月）～ 1/ 4（月）

すぱーく加西
アクアスかさい
加西南テニスコート

☎ 42-6302
☎ 42-3465
☎ 49-3870

オークタウン加西 ☎ 44-2595 12/28（月）～ 1/ 4（月）

中央公民館☎42-2151善防公民館 ☎ 48-2643
南部公民館☎49-0041北部公民館 ☎ 45-0103

12/28（月）～ 1/ 4（月）

公共交通 運休期間

コミバス KASAI ねっぴ～号 ☎ 42-0056 12/30（水）～ 1/ 3（日）

はっぴーバス ☎ 44-0150 12/29（火）～ 1/ 3（日）

北条鉄道 ☎ 42-0036 12/30（水）～ 1/ 3（日）は、土・休日ダイヤで運行します。

宇仁ふれあいバス　　☎ 090-8380-2223 12/30（水）～ 1/ 3（日）

●公共交通機関

●各施設

年末年始の休業のお知らせ
問合先／秘書課 ☎42-8701
fax43-0291 hisho@city.kasai.lg.jp


