
【問合先】　税務課税制係　☎428712

平成20年度国民健康保険税・介護保険料（普通徴収）

第3期分の納期限は、

　　　　　　　　９月３０日（火）です。

納期内完納にご協力をお願いします。
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講座・イベント

「けっしてつまらん時間にはいたし
ません」落語家の三遊亭樂団治さん
による、ひと味違った楽しい講演会
を開催します。落語を交えたお話を
聞いて、笑いころげてください。
気持ちすっきり、元気になること間
違いなしです。
日時：10/6（月）10:00 ～ 11:30
場所：加西市南部公民館
　　　多目的ホール
講師：落語家　三遊亭楽団治　氏
定員：150名
参加費：無料
問合先：南部公民館☎490041

第5回人権セミナー
人と人、笑顔と笑顔

来年 5/21 開始の裁判員制度の選任
過程や役割を学習します。あなたの
疑問に答えます。
日時：10/3（金）13:30 ～ 15:30
場所：加西市民会館 3 階小ホ－ル
講師：神戸地方裁判所　職員
定員：100 名
参加費：無料
問合先：中央公民館42 2151

中央公民館の秋いちばん
「まるかじり！裁判員制度」
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介護予防のための健康体操に取り組
み、活動的でいきいきと生活し続け
ていただくための「元気塾」です。
日時：原則として 10 ～ 3 月の第 1・
3 木曜（全 10 回・初回は 10/16）
10:00 ～ 12:00
場所：市民会館 3 階教養娯楽室
対象：おおむね 75 歳以上で体力の
低下を感じている方
参加費：1 回 300 円
持ち物：タオル、バスタオル、飲み物
定員：25 名（申込多数の場合は抽選）
申込締切：9/30（火）
申込先：中央公民館42 2151（月～
土曜日の 8：30 ～ 17：15）

高齢者健康教室
「生き活き元気塾」

日時：11/15( 土 )　
 昼の部 13：30 開演　
 夜の部 18：00 開演
入場料：全席指定
 S 席 5,000 円
 A 席 4,500 円
（当日各 500 円増）
友の会は１割引

★八代亜紀ふれあいコンサート

問合先：市民会館　☎430160　（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・アイリッシュハープ
・シニア健康体操・足もみ健康法・バランスボール
・ジャズダンス・ＫＩＤ′Ｓダンス・ベビーマッサージ
・タヒチアンダンス・フラワーアレンジメント

※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

前売り開始 9/17( 水 )　友の会 9/12( 金 )

加西市立図書館  2008 ブックマークコンテスト作品募集           http://www.library.city.kasai.hyogo.jp/

■テーマ「夢の図書館」
あなたが考える夢の図書館や本の世界を描いてください。
■応募資格
幼児から中学生まで。
■応募部門
①幼稚園以下   ②小学生低学年   ③小学生高学年   ④中学生
■応募方法
1 人 1 点のみ応募できます。
・ 指定の応募用紙に絵を描いてください。（応募用紙は図
　書館にあります。）
・ クレヨン、色えんぴつ、絵の具等好きなもので描いてく
　ださい。
■募集締切
10 月 18 日（土）必着。図書館へ提出してください。（なお、
保育所、幼稚園、学校を通じて提出していただいても結構
です）

■展示・審査
11月2日（日）、3日（祝）
に開催する『図書館まつり』で展示します。審査員による
審査と来場者による人気投票を各々行います。
■賞
・ブックマーク大賞（審査員表彰、各部門 1点）
・ブックマーク優秀賞（審査員表彰、各部門 2点）
・特別賞（来場者による人気表彰、各部門 1点）
※ブックマーク大賞は応募作品を縮小し、本のしおりに仕
　上げます。

あなたの作品が本のしおりになります！

【問合・提出先】　加西市立図書館　☎423722　〒675-2312加西市北条町北条28-1（アスティアかさい内）

昨年のブックマークコンテスト作品

日程：10/10（金）
内容：10：00 ～ 11：00　親子体操（歩
けるくらいのお子さまからが対象）
11：15 ～ 12：15　ベビーマッサー
ジ（4 ヶ月～）楽しく体を動かしな
がらふれ合い、ゆとりある親子関係
を創りましょう。
場所：アスティアかさい 3階ライト
スポーツスタジオ
服装及び持ち物：運動のできる格
好・室内シューズ・タオル
受付開始：9/19（金）9：00 ～
定員：各15組
問合先：地域交流センター
☎420106

3B親子体操無料ワークショップ

シューッ。まず、風船を大きくしよ
う。そして、キュッ、キュッと変身！
さて、何になったかな。
日時：9/27（土）10:15 ～ 11:30
場所：アスティアかさい 3階集会室
対象：0歳以上の親子・一緒に遊ん
でいただける地域の方
定員：50組
受付：9/19（金）から電話予約。
問合先：地域交流センターファミ
リーサポート事務局☎420111

ファミサポ会員になって交流しよう！
作って遊ぼうバルーンアート

入場無料！映画上映イベント、ねひ
め cue!・FILM の今後の上映予定。
〔ねひめ FILM〕
　「知らなすぎた男」
　日時：9/25（木）10:00 ～
　「或る夜の出来事」
　日時：10/8（水）10:00 ～
〔ねひめ CUE !〕　
　『ふたりのベロニカ』
　日時：9/26（金）19:30 ～ 21:05
場所：アスティアかさい 3階多目的
ホール
問合先：地域交流センター（アスティ
アかさい３階）☎420106

地域交流センター
映画上映イベントガイド

おなかまわり、気になりませんか？
ふるってご参加ください。
日時：10/12、19、26 の各日曜日
10:00 ～ 11:00
場所：加西市勤労者体育センター
参加費：1回200円
持参物：体育館シューズ・タオル・
空のペットボトル（500cc）2本
問合先：勤労者体育センター
☎471420

体脂肪燃焼体操教室

健康づくりを運動で推進する「ゆう
ゆう会」主催で、約6km コースの
ウォーキング大会や運動指導員によ
る、楽しくてためになる運動教室を
実施します。
日時：10/29（水）小雨決行、大雨中止
集合場所：9：00 に播磨中央公園　
芝生広場（第一駐車場横）
費用：100円（保険代）
申込期間：9/24 ～ 10/3 まで
募集人数：定員30人（先着順）
服装及び持ち物：ウォ－キングがで
きる服装・運動靴（底がツルツルで
ないもの）・帽子・手袋・リュック・
タオル・お弁当・お茶やスポーツド
リンク・ビニールシート・雨具等
※傷害保険には加入しますが、それ
以外の責任は負いかねます。
問合先：国保健康課ゆうゆう会事務
局☎428723

秋の健康ウォーキング大会

秋から冬にかけて体は脂肪をためこ
みやすい状態になります。そこで、
脂肪燃焼ウォーキングでためすぎた
脂肪を燃やしましょう！
※「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
要です。詳細はお問い合わせくださ
い。
日時：10/20～12/22の毎週月曜日（8
回コース）　13:30 ～ 15:00
申込期間：9/22（月）～ 30（火）　
定員：20名（健康増進センター新規
利用者を優先）
参加費：一人１回150円
申込先：加西市健康増進センター　
☎423621

脂肪燃焼ウォーク教室

日常の生活活動に必要な基礎体力づ
くりのためのストレッチや歩行運動
※「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
必要です。詳細はお問い合わせくだ
さい。
日時：10/30 ～ 12/18 の毎週木曜日
8回コース（11/27 は除く )
10:00 ～ 11:30
対象：70歳以上の方で体力の低下
が気になる方
定員：20名（健康増進センター新規
利用者を優先）
受付期間：9/22（月）～ 30（火）
参加費：一人1回150円
申込先：加西市健康増進センター　
☎423621

７０歳からのやさしい体操教室

■初秋の日吉神社・春岡寺を訪ねて
秋祭りで名高い日吉神社を訪ねてみ
ませんか。
日時：9/28（日）9:30集合
集合場所：日吉神社境内西駐車場
コース：日吉神社～大日寺（背面十
字架地蔵）～春岡寺（腰折れ地蔵）
～日吉神社
参加費：300円（保険料、諸経費等）
■いにしえの文化財を訪ねて
蓮華の山に抱かれた国宝の宝庫、一
乗寺へ秋さがしのハイキングに！
実施日：10/25（土）9:00集合
集合場所：観光案内所（アスティア
かさい１階）前
コース：北条町駅～ <北条鉄道> ～
播磨下里駅～法華山（拝観・昼食）
～ < バス > ～善防バス停～播磨下
里駅～ <北条鉄道> ～北条町駅
参加費：1,660円（保険料、交通費、
入山料、拝観料等）
昼食：各自ご持参ください。

申込方法：電話・FAX にて
申込先：加西市観光案内所
☎&℻   428823（当日参加も可）

ふるさと再発見ハイキング


