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青野原俘虜収容所

クロスウォーキング

ＪＲ青野ヶ原駅と青野原町のそれぞ

れをスタート地点とし、捕虜の歩い

た道をウォーキングします。

日時：12/12（土）9:00 ～ 12:00

距離：約 8 ｋｍ（片道 4 ｋｍ）

コース：次の 2 コース

参加費：無料（①、②ともに）

① JR青野原駅スタートのコース

集合：JR 青野ヶ原駅前 （受付：8:00 ～）

募集：予約 30 名（12/10 まで）

申込先：加西市埋蔵文化財整理室

☎ fax㊷ 4401 

shishi@city.kasai.lg.jp

②青野原町スタートのコース

集合：青野原町公会堂前 （受付 :8:30 ～）

募集：予約 50 名（12/10 まで）

申込先：仲井正人☎ fax ㊼ 1470 

nakai.masato@leto.eonet.ne.jp

子ども絵画教室

絵てがみ展開催

加西市北部公民館は、毎年主催講座

にて「子ども絵画教室」を開催して

います。今年度は、市内小学生が 1

年間描いた作品を市民に親しんでも

らう機会として、子ども絵画教室絵

てがみ展を開催します。

日時：12/19（土）～ 1/11（月祝）

9:00 ～ 22:00（※ 12/19 は 10:00

～※ 12/28 ～ 1/4 は休館）

場所：ｱｽﾃｨｱかさい 3F ｳｫｰﾙｷﾞｬﾗﾘｰ

問合先：北部公民館☎㊺0103

●野球（優勝チーム）

都市対抗／伊東電機

播但Ａ級／加西市役所

市長旗／ＲＯＳＥ

加古川市長旗／九会野球ｽﾎﾟｰﾂ少年団

●すぱーく加西杯グラウンドゴルフ

大会（10/31、すぱーく加西）

1位 後藤たけみ　2位 栗山信男

問合先：文化・観光・スポーツ課☎㊷ 8773

スポーツ大会の結果
男性のための料理教室

皆で楽しく話し合いながら、フライ

パンでふっくらご飯を炊き、男料理

のどんぶりを作ります。

日時：12/21（月）10:00 ～ 13:00

場所：ｱｽﾃｨｱかさい３階ｷｯﾁﾝﾙｰﾑ

定員：男性 4 名

参加費：500 円（要申込）

※手伝ってくれるスタッフも募集

（男女とも）しています。

問合先：地域交流センター☎㊷0106

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：R3.1/6（水）10:45 ～ 12:00

※集合は 10:40 ／雨天中止

集合場所：市役所駐車場

対象：どなたでも（参加無料）

定員：先着 20 名

内容：北条の宿散策コース

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

大工さんに教わる

大人のための木工教室開催

自分だけのオリジナル木製イスを

作ってみませんか

日時：R3.1/23（土）、30（土）

9:00 ～ 12:00　全 2 回

場所：㈲小田製材所（鴨谷町 894-1）

講師：小田製材所　小田真之さん

対象：高校生以上

定員：先着 10 名

材料費：1,000 円

受付開始：12/12 ㊏ 9:00 時～電話

のみ受付（定員になり次第締め切り）

申込先：ｵｰｸﾀｳﾝ加西☎　㊹ 2595

加西産の冬かぼ

ちゃ「ダークホー

ス」の料理が大

集合します。各

店舗の割引券や商品が当たるスタン

プラリー抽選会も行います。

日時：12/5 ㊏ 6 ㊐ 10:00 ～ 13:00

場所：かさい愛菜館

問合先：観光まちづくり協会☎㊷ 8715

かさいの“おいしい”み～つ

けた♡～冬かぼちゃ編２～
鶉野飛行場跡にある爆弾庫跡と機銃

座跡でアート展示とパフォーマンス

をします。

日時：12/12 ㊏ 13 ㊐ 10:00 ～ 16:00

パフォーマンスは、両日 13:00 集合

（※要予約）

場所：鶉野飛行場跡（爆弾庫跡、機

銃座跡）※入場無料

その他：駐車場は、鶉野飛行場滑走

路跡をご利用ください。

問合先：文化・観光・スポーツ課☎㊷ 8756

鶉野でアート＆

パフォーマンスを開催
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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：15 名※達するまで随時受付

内容：フットサル ･ バドミントン等

12 月開催

日時：12/18（金）19:00 ～ 20:30

開催場所：勤労者体育センター

内容：バドミントン

持ち物：運動靴・飲み物・ラケット

（お持ちの方）

申込先：健康福祉会館☎㊷ 6700

くらし

運動体験会

パラリンピック公式競技「ボッチャ」

を体験しませんか。

日時：12/16（水）10:45 ～ 11:45

場所：健康福祉会館　ホール

定員：先着 15 名（参加無料）

対象：どなたでも

内容：ボッチャ

持ち物：上履き、飲み物

申込先：健康福祉会館☎㊷ 6700

令和 2 年度固定資産税 3 期、国民

健康保険税 6 期の納期限は 12 月

25 日（金）です。

問合先：税務課☎㊷ 8712

期限内納付にご協力を

加西市身体障害者福祉協会

に入りませんか？

身体障がい者自身が会員となって

作っている団体です。兵庫県身体障

害者福祉協会と共に身体障がい者の

自立と社会参加のために相談会や、

スポーツ活動、バスツアー、研修会

等を行っています。共にこれからの

身体障がい者の生活向上のために、

一緒に活動しませんか。

会費は年額 1,000 円です。

問合先：事務局（加西市社会福祉協

議会内）☎㊸ 1281 fax㊷ 6655

どなたでも傍聴できます。

日時：12/17（木）14:00 ～

場所：市役所 1 階多目的ホール

問合先：教育総務課☎㊷ 8770

加西市定例教育委員会

今年のＲＡＫＡＮの

発売について

毎年12月1日発売の加西ワイン「Ｒ

ＡＫＡＮ」ですが、今年の販売はあ

りません。「ＲＡＫＡＮ」に代わる

新しい芳醇なワインを現在熟成中

で、来年６月頃に完成予定です。発

売まで楽しみにお待ちください。

問合先：加西ブランド協議会事務局

（農政課）☎㊷8741

東播都市計画地区計画の見

直し等に係る説明会

地区計画等の説明会を次のとおり開

催します。

●加西東産業団地地区地区計画変更

案の見直し等について

日時：12/9（水）19:00 ～ 20:00

場所：加西市役所１階多目的ホール

問合先：都市計画課☎㊷ 8753

サイバー攻撃の被害に遭わ

ないために！

この度、兵庫県警では、神戸大学と

の共同研究により、サイバー攻撃の

被害に遭わないようセキュリティ対

策などについて学習することが出来

る「サイバーセキュリティ e ラー

ニングシステム」を開発し、兵庫県

警察ホームページ（http://www.

police.pref.hyogo.lg.jp）に掲載し

ました。ぜひご活用く

ださい。

問合先：加西警察署

☎㊷ 0110

マイナポイントの申し込みは、パソ

コンやスマートフォンから誰でも簡

単に行うことができますが、支援が

必要な方向けの窓口を以下のとおり

設置しております。

期間：R3.3/31（水）まで

場所：市役所庁舎 1 階 19 番窓口（上

下水道お客様センター横）

時間：平日 8:30 ～ 17:15

※ 12:00 ～ 13:00 除く

●休日開庁：12/6（日）、19（土）

9:00 ～ 16:00

※マイナンバーカードの申請・受け

取り、電子証明書の発行・更新のた

めに、市民課窓口も臨時開庁します。

※休日開庁日は、正面玄関は施錠し

ているため、庁舎東側の通用口から

お入りください。

問合専用ダイヤル：☎㊷ 8737

問合先：産業振興課☎㊷ 8740

マイナポイント支援窓口の

ご案内


