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わくわく子育て情報

テーマ　「七夕まつり会」
《ｍａｍａねひめ》グループによる人形劇がありま
す。お人形と仲良しになろう！手遊び・歌遊びもあ
るよ。一緒に遊ぼうね。
と　き　7/14（月）10:30 ～ 11:30

すくすくひろば＋かんがるーひろば
お子さんの身体測定をします。妊婦さんも一緒にお話
しましょう！
※今月は、助産師さんを迎え母乳相談等もできます。
当日、ベビーマッサージもあります。希望される方は、
下記まで。（第一子の親子、先着10名）
と　き　7/15（火）10:30 ～ 11:30

お母さんの息抜き手伝います。
「私の時間」づくりをしてリフレッ
シュ・ママに！
日・場所：7/10（木）宇仁保育園
　　　　　8/7     （木）日吉保育園
時間：10:00 ～ 11:30
対象：在宅で子育て中のお母さんと
こども　　
募集人数：各 8 組（先着順）
費用：1 日傷害保険料 100 円程度
申込先：こども未来課☎42 8726

リフレッシュ・ママ参加者募集
日時・会場：
7/23（水）7/30（水） 南部公民館
7/28（月）8/5     （火） 北部公民館
7/28（月）8/5     （火） 中央公民館
7/30（水）8/5     （火） 善防公民館
いずれの日も 10:00 ～ 13:00
対象者：原則として小学校 4 年生～
6 年生
募集人数：1日1会場につき20名（多
数の場合は抽選）
会費：400 円（当日集金）
申込方法：各校配布の用紙に希望日
を記入し各学校へ 6/23（月）まで、
または、下記へ 6/24（火）まで
問合先：教育総務課☎42 8770

こども料理教室生徒募集

My「はにわ」を玉丘史跡公園に展示
しませんか　!?

活動内容 参集日時 募集数

埴輪づくり

8/2（土）
9:00 ～ 15:00
※弁当、水
筒は各自で
用意してく
ださい。

30 名

焼成

8/12（火）
9:00 ～終日
※焼成方法
は平窯

自由
参加

参加費：１点につき 500円
募集対象：小学生以上（小学生低学
年は要保護者同伴）
場所：玉丘史跡公園「手づくり庵」
条件：古墳出土のはにわを模って作
ります。焼いたはにわは、公園に設
置または持帰り可。
焼成方法：平窯 
申込方法：電話・FAX・e-mail
申込先：加西市教育委員会市史・文
化財室☎427524　℻  431803
e-mail  shishi@city.kasai.hyogo.jp

第１回「埴輪づくり」工人を
募集！ 

講座・イベント

３・４歳児さんあつまれ！
なかよしタイムに３・４歳児対象の遊びをします。
と　き　7/9（水）・29日（火）11:00 ～ 11:30

子どものための救急法
幼児の人形を使っての心肺蘇生法、応急手当などの
お話も聞けます。
と　き　6/27（金）11:00 ～ 12:00

イベント情報

小西達也さんを招いて、歌とおはなし
の会です。ぜひご参加ください。
日時：7/5（土）13:30 ～ 15：00
場所：加西市中央公民館　小ホール
講師：シンガーソングライター
　　　小西達也さん
定員：80 名　　　参加費：無料
問合先：南部公民館☎49 0041

第2回人権セミナー
「やさしさの種を、あなたの心に・・・」

第18番霊場 金剛寺～第22番霊場　
密蔵院までの 5 ヶ寺めぐり。
日時：7/15（火）8:40受付  9:00出発
参加定員：先着順25名
場所：観光案内所（アスティアかさい１F）
参加費：300円（保険料、諸経費）、
500円（バス代）朱印される方１ヶ寺300円
持参品：弁当、朱印帳
申込先：観光まちづくり協会（観光
案内所）☎428823

加西西国33ヶ所霊場めぐり

14

【申込・問合先】
加西市ファミリーサポートクラブ　☎420111

（アスティアかさい３階  男女共同参画センター内）。
水・土曜日以外の毎日　午前9時～午後5時15分

（年末年始及び祝祭日を除く）

【申込・問合先】
男女共同参画センター　☎420105　℻  420133

（アスティアかさい３階）

クリックからはじめよう！！
日時：6/25（水）、6/26（木）の二日間、
10:00 ～ 12:00
対象：パソコンに興味があるがクリッ
クなど基本操作や用語がわからない
方。二日間通して受講できる方。
内容：ワープロソフトやインターネッ
ト検索などを通じての基本操作。
定員：8名　　場所：OAルーム　
受付：6/20（金）9:00より電話にて

** 地域交流センターからお知らせ **
加西市地域交流センターでは男女共
同参画社会づくり研究スタッフを募
集しています。男女共同参画条例の
研究や市民活動について市と協働し
て研究していただきます。
特典：パソコン研修など技術習得の
ための無料講座もあります。
応募資格：市内・市外問わず。市民
グループもOK。
募集人員：15名　募集期間：7/31まで。

【申込・問合先】
地域交流センター　
☎420106　℻  420133

（アスティアかさい３階）

ねひめふれあいステージ
子ども達がステージで踊れます。ダ
ンスのお兄さんについに新ネタ登
場！！はばタンと一緒に踊ろう＆記
念写真あり。
日時：7/5（土 )　10:00 ～ 12:00　
場所：多目的ホール　定員：なし　
対象：0歳から未就学のお子さんとそ
の家族

葡萄展
播磨地域を中心に全国でも
活躍中のイラストレーター  
ブドウちゃん  の個展が加西
初上陸。

長年描きためた作品と立体作品など
を展示。街で配られていた過去のフ
ライヤー集なんかもみせます。最新
作も多数登場！！おとぼけキャラの
ブドウワールドを堪能してください。
期間：6/24（火 )～ 6/29（日）終日
（※初日・最終日時間変更あり）
場所：交流プラザ　主催：KAFE

男女共同参画センター講座案内
○男の料理教室講座　（３回コース）
日時：7/19（土）  11:00 ～ 13:30    ＝煮物に挑戦＝
　　　8/9（土）    11:00 ～ 13:30　＝揚げ物に挑戦＝
　　　9/6（土）    11:00 ～ 13:30　＝焼き物に挑戦＝
場所：アスティアかさい 3階　キッチンルーム
定員：男性10名（3回とも受講できる方）
参加費：１回につき 1,200円(材料費込み )
講師：岡　臣子さん
申込期間：6/25（水）～ 7/5（土）先着順

※持参するもの　
米1合・エプロン・三角巾
ふきん2枚

○女性のための健康講座　－更年期をよりさわやかに－
日時：7/12（土)　13：00 ～ 15：00
場所：アステイアかさい　３階　集会室
対象：女性　50名　　参加 :無料（一時保育あり）
講師：加西健康福祉事務所　保健師長　池内清子さん
申込：電話・ＦＡＸ（郵便番号・住所・氏名・電話番号）
申込期間：6/21(土) より先着順

6/23 ～ 29 は、男女共同参画週間
男女参画社会基本法が施行された H11.6/23 にちなん
で設定されました。この機会に「男女共同参画」につ
いて少し考えてみませんか？
《男女共同参画週間ビデオ上映会》
①『翔太のあした』6/22（日）10:30 ～ 11:30
②『私の頭の中の消しゴム』
　  6/22（日）13:30 ～ 15:30、　6/29（日）10:00 ～ 12:00
　※②のみ一時保育あり（無料　3日前要予約・定員6名）
場所：アスティアかさい３階　多目的ホール
定員：94名　　参加費：無料

加西市ファミリーサポートクラブ
託児サポート協力会員研修会に参加しませんか？
日時：6/30（月）13:30～16:30　講師／栄養士・保健士

「子どもの食事と安全な衛生管理」「子どもの健康管理」
7/3（木）9:00～12:00　講師／保育士・消防士

「子どもを預かる時の心構え」「子どもの事故と応急処置」
場所：地域交流センター集会室　定員：50名
受講料：無料　一時保育あり（無料　3日前要予約・定員6名）

    ねひめ cue!・FILM （多目的ホール）入場無料

〔FILM〕6/24（火）10：00～ 12:00　
「武器よさらば」
・託児サービス有り　（3日前要電話予約）

〔CUE !〕6/27（金）19：00～ 21:25　
『硫黄島からの手紙』
監督：クリント・イーストウッド
『父親たちの星条旗』に続く、硫黄島の戦
いを日米双方の視点から描いた「硫黄島プ
ロジェクト」の日本側視点の作品です。

キッズリトミックダンス
3～ 5歳対象の無料リトミックダンス
日時：6/23（月）18：00～ 19：00
場所：ライトスポーツスタジオスタジオ
定員：20名　6/16（月 )より電話受付
主催：Style8


