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フラワーセンターでチューリップ球

根掘体験コース

いつもの風土記ウォークよりちょっ

ぴり特別な体験ウォークです。フラ

ワーセンターのスタッフさんから、

お花の楽しみ方を聞いた後、園内を

彩ったチューリップの球根を掘り取

ります。

日時：5/28（金）10:30 集合

※雨天中止

集合場所：北条鉄道（播磨横田駅）

距離：約 10 キロ

参加費：600 円 ( 入園料含む )

申 込 開 始：4/27（ 火 ）9:00 ～

17:00（平日のみ）※定員 20 名

持ち物：軍手、スコップ

申込先：観光まちづくり協会

☎㊷ 8715

第1回加西風土記の里

体験ウォーク

令和3年 古法華春祭り中止

4 月 11 日に開催予定の古法華春祭

りは新型コロナウイルス感染症予防

のため中止することといたしまし

た。

問合先：古法華保存会（高見）

☎ 090-7486-9683 運動体験会

日時：4/28（水）10:45 ～ 11:45

場所：オークタウン加西

定員：先着 30 名（無料）

対象：どなたでも

内容：ノルディックウォーク

持ち物：飲み物、汗ふきタオル

申込先：健康福祉会館☎㊷ 6700

健康福祉会館　運動教室・自主トレーニングの

開催場所等の変更について

　健康福祉会館（大ホール）は新型コロナウイルスワクチンの接種会場と

なります。そのため、4 月から当面の間、運動教室については、オークタ

ウン加西の体育館で開催します。ご迷惑をおかけしますがご理解とご協力

をお願いします。なお、自主トレーニングはこれまでどおり、健康福祉会

館（ホワイエ）を利用していただけますが、午前中（9:00 ～ 12:00）の

み利用可となっております。ご注意ください。

※年度内に健康福祉会館（大ホール）で運動教室を開催するよう変更とな

る場合は改めてお知らせします。   　●問合先：健康福祉会館☎㊷ 6700

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。

日時：毎月第 4 ㊎ 19:00 ～ 20:30

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 歳～ 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・バドミントンなど

● 4月開催

日時：4/23（金）19:00 ～ 20:30

※雨天中止

場所：多目的グラウンド

内容：フットサル

持ち物：運動靴・飲み物

場所：健康福祉会館☎㊷ 6700

スポーツ大会の結果

●野球（優勝チーム）

西日本 2 部／ジュニアスターズ

●加西市校区対抗後期ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ大会

（令和 2 年 9 月～令和 3 年 2 月、す

ぱーく加西）

優勝 西在田　2 位 九会

問合先：文化・観光・スポーツ課

☎㊷ 8773

就職支援セミナー

新年度から就職を希望される方に

ピッタリのセミナーです。応募書類

の書き方、この人に会ってみたいと

思われるポイントをお伝えします。

日時：4/19（月）10:00 ～ 12:00

場所：ｱｽﾃｨｱかさい 3 階集会室

講師：高階 正浩 さん（社会保険労

務士・キャリアコンサルタント）

定員：先着 20 人（無料）

※雇用保険受給資格者の方は、雇用

保険受給資格者証を持参ください。

求職活動実績として申告できます。

申込先：ふるさとﾊﾛｰﾜｰｸ㊷ 7600
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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歩く姿

勢を評価する「歩行姿勢測定」を実

施します。

日時：4/20（火）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：健康相談（血管年齢測定・血

圧測定・保健師による健康相談）と

歩行姿勢測定　※屋内・屋外ウォー

キングはありません。

定員：先着 25 名　※若干の当日枠

もありますが事前予約者を優先的に

測定します。

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：4/5（月）

申込方法：① WEB

（ＱＲコードからお申

込みください）

② 電 話・ 窓 口 ※ 平 日 の 9:00 ～

17:00 に限る。

申込先：健康福祉会館☎㊷ 6700

農用地区域の除外申請を

受け付けます

住宅の建築等、緊急かつ具体的計画

のある土地利用案件について、加西

農業振興地域整備計画に係る農用地

区域からの除外申請を受け付けます。

期間：4/1 ㊍～ 22 ㊍の平日

受付場所：農政課☎㊷ 8741

くらし

加古川刈草堆肥の配布を

再開します

延期となっていた刈草堆肥の無料配

布を 4/26(月 )に開催します。

場所：小野市下来住町加古川堤防上

（大住橋の南へ約 1.3キロ）

時間：9:00～ 11:00、14:00～ 16:00

詳細は姫路河川国道事務所ＨＰもし

くは☎ (代 )079-282-8211まで

加西市定例教育委員会

どなたでも傍聴できます。

日時：4/20（火）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

募集

健康づくり入門教室体験会

健康づくり運動の基礎となるスト

レッチ、筋力トレーニング、ウォー

キングを実践する「健康づくり入門

教室」の体験会を開催します。

日時：4/15㊍ 13:30 ～ 15:00

4/16㊎ 10:00 ～ 11:30

場所：オークタウン加西（体育館）

対象：健康福祉会館の運動教室を初

めて利用する 20 歳以上の方

定員：各日先着 5 名（参加無料）

持ち物：上靴、飲み物、タオル　

※運動できる格好で来てください。

申込先：健康福祉会館☎㊷ 6700

事業系特別指定区域の指定

（変更）市原案の縦覧

内容：事業系特別指定区域の指定（変

更）に関する市原案

・特別指定区域の指定（変更）に関す

る市原案

・土地利用計画図の変更に関する市

原案

縦覧期間：4/14（水）～ 28（水）

閲覧場所：都市計画課（市役所 5階・

平日のみ 8:30～ 17:15）

また、縦覧期間中は参考図書を市

ホームページに掲載します。

意見提出方法：縦覧期間中に閲覧場

所で所定の意見書を提出することが

できます。詳細は市ホームページを

ご覧ください。

問合先：都市計画課☎㊷ 8753

加西市

ふるさとハローワーク

加西市ふるさとハローワーク（アス

ティアかさい 4 階、平日 9 時～ 17

時）では、4 名の就労相談員・支援

員が常駐し、職業相談、職業紹介等

のサービスや専用端末での求人検索

ができます。また、仕事や就労に関

することであれば何でもご相談いた

だけますので、若

者や子育て家庭の

方もお気軽にご利

用ください。

問合先：加西市

ふるさとハローワーク☎㊷ 7600

Twitter

花と緑の協会　会員募集

個人会員／年会費 500 円。花の苗

を年間 2 回、10 ポットずつ配布。

法人会員／年会費 2,000 円。花の

苗を年間 2 回、40 ポットずつ配布。

※花の育成管理、水やり等に参加し

ていただけるボランティアも募集中

問合先：都市計画課☎㊷ 8753


