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講座・イベント

保護者・地域の皆様に高校での農業
学習を知っていただくため、生徒と
共に実習をしていただく機会を設け
ました。田んぼの学校、ブドウの収穫、
寄せ植え作り、馬など 9 講座を開催
します。ぜひ、播磨農業高校の農業教
育を体験してみてください。
詳細については、兵庫県立播磨農業高
等学校ホームページをご覧ください。
問合先：兵庫県立播磨農業高等学校
農業部☎491050

2008年度 播磨Agri スクール
兵庫県立播磨農業高等学校

後藤みなみ（王淑麗：わんすぅりー）
さんをお招きして、ご自分の体験に
もとづくお話をしていただきます。
元外国人として、主婦として、また
働く女性として、日々の暮らしの中
で感じられていることを、さわやか
にご講話いただきます。
日時：9/6（土）13:30 ～ 15：00
場所：加西市善防公民館　大研修室
講師：兵庫県人権教育研究協議会研
究員　後藤みなみ（王淑麗）さん
定員：80名
参加費：無料
主催：南部公民館
共催：北部公民館、善防公民館、中
央公民館
問合先：南部公民館☎490041

第4回人権セミナー
元外国人からみた日本

開催日：8/24（日）　　
日程：受付 9:00 ～ 14:30 随時受付

模擬店 9:00 ～ 15:00
お化け屋敷 9:30 ～ 15:10　　

場所：加西市教育研修所
主催：加西市青年連絡会えんどれす
参加対象：中学生以下とその親
※小学 3 年生以下の児童は保護者同
伴でお願いします。
参加費：無料
問合先：加西市青年連絡会えんどれす
☎ 080-1400-9985（19:00 ～ 21:00）

えんどれす夏祭り
愉快なお化け大集合 運動会ごっこ

お友達とよ～いドン！！ハイハイの
子から参加出来るよ。
一緒に体を動かして遊ぼうね。
日時：9/18（木）10:30 ～ 12:00
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。待ってるよ！
日時：9/1（月）・24 日（水）
　　　11:00 ～ 11:30
おしゃべりママの会
子育て中のママ、一緒におはなしし
ませんか？！お気軽にどうぞ。
市役所から、子育て支援員も来ま
す。
日時：9/5（金）　11:00 ～
まちの子育てひろば応援団から
お子さんの身体測定をします。大き
くなったかな？測りにきてね。
妊婦さんも一緒にお話しましょう！
日時：9/16（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
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加西のおいしい特産物の PR のため
加西サービスエリアで加西市の新鮮
なブドウの直売を行います。
当日は、現在加西市で受入をしてい
る都市部の大学生2名も販売に参加
します。元気な学生の姿とおいしい
加西ブドウをお楽しみいただけま
す。ぜひ、ご来場下さい。
日時：8/16（土）、17（日）
場所：加西サービスエリア（上り口）
問合先：ふるさと営業課☎428740

かさい満載市場を開催

加西のおいしいブドウを消費者の皆
様に知っていただくため、品評会を
下記のとおり開催します。多数のご
来場をお待ちしています。
出品物：加西ゴールデンベリー A、
大粒系品種など
場所：アスティアかさい 3階
日時：8/26（火）9:00 ～ 14:00
※品評会終了後には、出品されたブ
ドウの即売会を開催します。農家さ
ん自慢の一品もののブドウをご賞味
ください。
問合先：ふるさと営業課☎428740

加西ぶどうの品評会を開催

「ひと」「地域」「自
然」を大切に・・・。
心温まる音楽を聴
きながら、障害の
ある人もない人も
共に生きることに
ついて考えてみま
せんか ? 

シンガーソングライター石田裕之さ
んを招きコンサートを開催します。
日時：8/23（土）10：30 ～ 12：00
場所：加西市健康福祉会館ホール
定員：400 名
入場：無料
問合先：加西市障害者（児）相談支
援センターやすらぎ☎42 6708

（土・日を除く 8：30 ～ 17：15）

コンサートのお知らせ！！

日時：9/6( 土 )　
 昼の部 14：00 開演　
 夜の部 18：00 開演
入場料：全席指定
 S 席 4,500 円
 A 席 4,000 円
 B 席 3,500 円

（当日各 500 円増）

★よしもと新喜劇＆お笑いバラエティー加西特別公演

問合先：市民会館　☎43 0160　（年中無休）

市民会館からのお知らせ　WEB サイト http://www.shisetsu.city.kasai.hyogo.jp/

・ハワイアンフラ・ヨガ健康体操・ウクレレ
・津軽三味線・フラワーアレンジメント
・シニア健康体操・足もみ健康法・バランスボール
・ＫＩＤ′Ｓダンス・ベビーマッサージなど
※開催日時、受講料等詳しいことは募集チラシか窓口
又は電話でお問合　せください。

★秋季講座受講生募集中

岡山県の国立療養所を訪問し、施設
見学とハンセン病元患者の方達との
現地交流を行います。
日時：10/23（木）10:00 出発
行き先：岡山県瀬戸内市邑久町虫明
　　　　国立療養所「長島愛生園」
募集人員：20 名（先着順）
参加費用：無料
　　　　　（但し、昼食は自己負担）
応募締切：9/30（火）
申込先：人権推進課☎42 8727

「現地訪問人権研修」
の参加者募集！

〔CUE !〕　
『初恋』8/22（金）19：30～ 21:25

製作年 : 2006年 
製作国 : 日本  
監督：塙幸成
原作：仲原みすず
出演：宮崎あおい
 小出恵介

宮崎将
小嶺麗奈
柄本佑

ギャラリー【交流プラザ】
光風流作品展  ～ 8/17（日）まで
加西芸能協会展  ～ 8/17（日）まで

** 地域交流センターからお知らせ **
9/8（月）は特別清掃のため地域交
流センターは休館いたします。

【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

夏休みダンスワークショップ
日程：8/25（月）
ジャズ・ストリート：13:00 ～ 14:00 

（小学1年生～小学3年生）
ヒップホップ・ジャズ：14:15 ～ 15:15

（小学4年生～小学6年生）
ジャズ・ストリート：15:30 ～ 16:30

（中高大学生）
準備：運動のできる格好・タオル・
 室内シューズ
場所：ライトスポーツスタジオ
定員：各日 15 名　参加費：無料
主催：STYLE 8　
申込：要電話予約

夏休み英語でパワーアップ！！
日程：8/21( 木 )、8/22( 金 ) の2日間

A コース／ 13:00 ～ 14:00
（小学1年生～小学3年生）

B コース／ 14:15 ～ 15:15
（小学4年生～小学6年生）
C コース／ 15:45 ～ 17:00
（中学生）

対象：二日間受講できる方
内容：外国人スタッフと日本人ス 
 タッフによる英語力 UP の英 
 語スクール
場所：集会室
定員：各 15 名　参加費：無料
持ち物：筆記用具
主催：加西ニューピープル
申込：要電話予約

①ファミリーふれあいステージ！！
なんとはばタンもファミリーを連れ
て登場！？みんなで一緒に舞台で踊
ろう。
日時：8/30（土）10:15 ～ 11:30
場所：多目的ホール　定員 50 組

    ねひめ cue!・FILM （多目的ホール）入場無料
〔FILM〕
「ハリーポッターと賢者の石」
8/28（木）　10：00～
「チャンプ」
9/9（火）　10：00～

アスティアかさい３F   地域交流センター   イベント情報       WEB サイト　http://www.nehime-net.jp/

②はばタンと行く
　かさい消防本部探検隊
レスキュー訓練やたくさんの緊急車
両がある消防署を家族で探検しに行
こう！またまたはばタンも登場！！
日程：9/12（金）10:15 ～ 11:30
場所：加西消防本部　定員 50 組

①②とも要電話予約。ファミサポ会員 8/19( 火 ) 先行受付、一般希望者 8/26( 火 )
から電話受付。ファミサポ会員は電話一本でも仮登録ができます。☎42 0111

ファミリーサポート交流事業　みんなファミサポ会員になって交流しよう！！

日本犯罪史上最大のミステリーと言われ
る府中三億円強奪事件を題材に、中原み
すずの同名原作を映画化した異色のラブ
サスペンス。実行犯が18歳の女子高生と
いう大胆不敵な設定の中、迷宮入りとなっ
た事件の真相を主人公自らが語り明かす。

　郷土の先人の功績を広く周知することで、市民が情報を

共有するとともに、後代への伝承、また新しい郷土の発

展につなげたいと考えています。政治、経済、教育、ス

ポーツなど、分野を問わず、ゆかりのある方を含め、加

西市の先人の功績に関する情報を次の要領で、9 月 30 日

（火）までに FAX・メールで提供をお願いします。

郷土の先人の功績の情報提供をお願いします
　なお、広報 4 月号では、今年 1 月に亡くなられました、

曹洞宗大本山永平寺第 78 世貫主の宮崎奕保さん（下芥田

町出身）をご紹介しておりますので、ご覧ください。

■提供いただく内容

①氏名　②生年月日　③出身地　④功績　⑤写真等　

⑥情報提供される方の連絡先

【問合先】　税務課税制係　☎428712

平成20年度市県民税（普通徴収）・国民健康保険税・

介護保険料（普通徴収）第2期分の納期限は、

　　　　　　　　９月１日（月）です。

納期内完納にご協力をお願いします

1 万球のイルミネーションが夕暮れ
の花園を彩ります。
期間：9/7 までの金・土・日
　　　17:30 ～ 20:00
入園料等：期間内無料

【本場徳島からの阿波踊り】
日時：8/24（日）17:30 ～（約 1 時間）
問合先：県立フラワーセンター☎471182

県立フラワーセンターで
サマーイルミネーションと阿波踊り


