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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：8/7（木）日吉保育園
　　　　　9/4（木）北条西保育所
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
申込先：こども未来課☎42 8726

リフレッシュ・ママ参加者募集

講座・イベント

甲南女子大学講師の上山 勝先生をお
招きして、兵庫の先覚者の方々が、い
ろいろとご苦労された姿に学ぶ会を
もちます。ぜひ、ご参加ください。
日時：8/1（金）13:30 ～ 15：00
場所：北部公民館　視聴覚室
講師：甲南女子大学講師・元武庫川
女子大学教授　上山　勝　先生
定員：100 名　　
参加費：無料
問合先：南部公民館☎49 0041

第3回人権セミナー「兵庫の人
権先覚者男女十余人の紹介」

内容：リラクゼーションストレッ
チ、呼吸法
定員：20名※センター新規利用者
を優先いたします。
開催日：8/21 ～ 10/16 の毎週木曜
日（7回コース）※9/4、9/11 は除く
開催時間：10:00 ～ 11:30
受付期間：7/22（火）～ 8/1（金）　
参加費：一人1回150円
申込先：加西市健康増進センター　
　　　　☎423621
※「健康増進センター施設利用証」
をお持ちでない方は、事前に健診が
必要になります。詳細はお問い合わ
せください。

こころの健康リラクゼーショ
ン教室

看護師を目指しているあなた
見て・聞いて・交流して
知識と人間性を養えるあたたかい学
校です。
まずは、看護学生気分を味わってみ
ませんか？
対象：高校生以上（社会人も歓迎）
日時：8/12日（火）13:00 ～
場所・申込先：播磨看護専門学校（加
東市家原812-1）☎0795423961

オープンスクールに参加して
みませんか？

ろうそくが照らし出す
五百羅漢の美しい姿を
ご覧ください。
かき氷等のサービスも予定。
日時：8/8（金）
　　　法要18:30 ～
　　　ろうそく点灯19:00 ～
場所：羅漢寺
問合先：観光まちづくり協会（観光
案内所）☎428823

五百羅漢　千灯会

押し花展：7/31( 木 ) ～ 8/12( 火 ) 
 　　　　    8:00 ～ 12:00 無料
押し花教室：8/8( 金 )10:00 ～ 11:30
材料費込 500 円　募集人数20名
季節の折り紙展：9/20(土 )～10/19（日) 
　　　　　　　  8:00～ 12:00無料
場所：スパーク加西（クラブハウス内）
問合先：加西勤労者体育センター
　　　　☎47 1420

スパーク加西
「押し花展」と「折り紙展」

「鈴虫博士となかよし」
『見て・聞いて』鈴虫のことについ
て、たくさん知ろう！
日時：8/1（金）10:30 ～ 11:30
３・４歳児さんあつまれ！
８月の『なかよしタイム』は、水遊
びやシャボン玉をしますので、着替
えを持って遊びに来てね！
日時：8/5（火）・28 日（木）
　　　11:00 ～ 11:30
≪まちの子育てひろば応援団から≫
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！
日時：8/19（火）10:30 ～ 11:30
問合先：ねひめキッズ☎42 5710

ねひめキッズからのお知らせ

○女性チャレンジ講座
①「働き方でこんなに違う！仕事の
知識を身につけよう」
日時：8/10（日）10:00 ～ 12:00
②「仕事と家庭の両立－自己実現に
むけて－」
日時：9/7（日）10:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい３階集会室
対象：女性　定員：40人　
参加費：無料★一時保育あり(3日前要予約）
講師：社会保険労務士
　　　長谷川まゆみさん
申込：電話・FAX（氏名・電話番号）
受付開始：7/22（火）から先着順
○女性のための健康講座
リラクゼーションストレッチ体操
日時：8/24（日）、9/21（日）
　　　10:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい３階ライト
スポーツスタジオ
対象：女性　定員：20人　　
参加費：無料★一時保育あり(3日前要予約）
講師：森井明美さん
申込：電話・FAX（氏名・電話番号）
受付開始：7/25（金）から先着順
※体操のできる服装・室内履き外を
持参下さい。
申込先：男女共同参画センター
　　　　☎420105　℻  420133　　

男女共同参画センター講座

日時：8/2、3(土・日）9:30 ～ 16:30
場所：北条町駅　
内容：駅員・運転士の仕事や車庫で
の体験・見学をします。当日自作し
た記念切符をプレゼント。
参加資格：小学4年生～中学3年生
参加費：2500円（保険・昼食代含む）
定員：各日30名（多数の場合抽選）
応募締切：7/20（日）まで
申込先：北条鉄道㈱☎420036

北条鉄道１日体験学習

歌の交流発表会
羽子岡あけぼの会主催の発表会です。
日程：7/27（日）
時間：9:00 ～ 17:00
場所：多目的ホール
主催：羽子岡あけぼの会

** 地域交流センターからお知らせ **
夏休みファミリールーム
夏休み限定でファミリールームを設
置します。わいわい騒げる親子の
空間。インターネットやセンタース
タッフがセレクトした雑誌や絵本も
充実。ご利用の際はセンター窓口で
お申込ください。
期間：8/1（金）～ 8/28（木）
利用時間：9:00 ～ 18:00

【申込・問合先】
地域交流センター
（アスティアかさい３階）　
☎420106　℻  420133

ファミリータッチ 3 ＤＡＹＳ講座
日程・内容：
9/11（木）アロマスプレー作り
9/18（木）ストレッチ＆タッチセラ
ピー（マッサージオイルお持ち帰り可）
9/25（木）リップクリーム作り
時間：10:30 ～ 11:30
準備：9/18（木）の講座は運動ので
きる格好でご参加ください。
定員：10 名〔5 名以上で実施　実
施日 10 日前にお知らせします。〕
対象：原則３日とも参加できる方
　　　（１日の参加もできます。）
参加費：500 円×回数〔材料費〕
講師：健康応援フィットネスこうべ
　　　高橋美智子さん
受付：随時　9:00 より電話にて

ファミリーパン工房
日程：7/31（木）、8/5（火）のうちど
ちらか一方でもOKです。
時間：11:00 ～ 13:00
対象：5歳以上のお子さまとその家族
内容：親子でパン＆デザート作り
場所：キッチンルーム
参加費：材料費として一組1,000円
定員：各4組
持ち物：エプロン、タオル、お茶
主催：加西ねひめーず
受付：7/18（金）9:00より電話にて

＊＊登録団体情報＊＊
■ねひめくれぱすさんより子育て事
業に使用する絨毯セット（新品）、お
もちゃ（新品）4万円分相当の寄贈が
ありました。
■ STUDIO It’s meさんにセンター事業
子育てサポート制度のポスターを無
償でデザインしていただきました。
■ねひめくれぱすさんの申し出によ
り上記ポスターの印刷製本をすべて
負担していただきました。
■Do-it さんより子育て事業に使用す
る 1万円分のおもちゃ（新品）の寄
贈がありました

夏休みストリートダンスワークショップ
日程・内容：
7/30（水）ソウルダンス＆ロックダンス
7/31（木）ヒップホップ＆ポップダンス
時間：19:30 ～ 21:00
対象：中学生以上～ 30 歳
準備：運動のできる格好・タオル・
室内シューズ
定員：各日 15 名　主催：Do-it　
申込：要電話予約

日時：8/2（土）13：30～ 15：00
場所：アスティアかさい3階　集会室
講師：NPO法人生涯学習サポート兵庫　菅野将志さん
募集：80名（対象は小学1年生～6年生）
参加費：一人300円（申込時にお支払いください）

お菓子の家づくり

夏休み期間　開館時間変更のお知らせ
加西市立図書館では、平成20年度の夏休み期間
〔7/19（土）～ 8/30（土）、図書館休館日除く〕に
限り、開館時間を 9：30、閉館時間を 18：30 に
変更します。どうぞご利用ください。

日時：8/23（土）13：30～ 15：30
場所：アスティアかさい3階    多目的ホール、集会室
募集：80名（対象は小学3年生～6年生）
参加費：一人300円（申込時にお支払いください）

小松先生の科学教室
「もしも原子が見えたなら～空気中の分子をつくろう～」

申込み： 「お菓子の家づくり」     7/19（土）9：30から先着順
 「小松先生の科学教室」8/2（土）9：30から先着順
窓口設置の申込書にご記入の上、参加費を添えて図書館3階
カウンターでお申込みください。（電話・FAXは不可）
問合先：加西市立図書館　☎423722

加西市立図書館  夏休みキッズイベント     加西市立図書館WEB サイト http://www.library.city.kasai.hyogo.jp/

    ねひめ cue!・FILM （多目的ホール）入場無料
〔FILM〕7/28（月）10：00～
「虚栄のかがり火」
・託児サービス有り　（3日前要電話予約）

〔CUE !〕7/25（金）20：00～ 21:40　
『ナミイと唄えば』
監督：本橋成一

〔夏休みキッズ FILM〕
「妖怪人間ベム」8/3（日）～ 7（木）
1部13:30 ～　2部15:00 ～　7日は一部のみ
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