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講座・イベント

3Ｂ体操の用具・ボール・ベル・ベ
ルターを使用して、無理のない体力
にあった体操です。楽しい音楽とダ
ンスで、体を動かす楽しみを実感し
てください。
日時：12/1（月）10:00 ～ 11:30
場所：アスティアかさい 3Ｆ　ライ
トスポーツスタジオ
参加費：無料
持ち物：タオル・室内シューズ・飲
み物等※運動しやすい服装
講師：前田恵津子さん
定員：15名※要電話予約
問合先：地域交流センター
☎420106

成人女性の 3Ｂ体操

入場無料！映画上映イベント、ねひ
め cue!・FILM の今月の上映予定。

地域交流センター
映画上映イベントガイド

[ ねひめ Film Winter Special]
11/25（火）『ユー・ガット・メール』
11/26（水）『雨に唄えば』
11/27（木）『Ｕ- ５７１』
11/28（金）『黄金の七人』
11/29（土）『ジョンＱ/最後の決断』
11/30（日）『恋におぼれて』
12/ 1（月）『四十二番街』
12/ 2（火）『市民ケーン』
全て 10:00開始
[ ねひめ CUE !]　
「ヨーロッパ」
日時：11/28（金）19:30 ～ 21:20

場所：アスティアかさい 3Ｆ　多目
的ホール
問合先：地域交流センター
☎420106

子育てで忙しいお母さん、少しの間
子どもと離れて生け花を楽しみ、心
のリフレッシュをしてみませんか？
日時：12/16（火）10:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3Ｆ集会室
対象：就園までの子育て中のお母さん
参加費：500円（花代）
定員：10人（大人）
持ち物：ゴミ袋・新聞紙
主催：光風流加西支部　まちの子育
てひろば応援団
申込：11/20（木）9:00 ～電話予約
問合先：地域交流センター
☎420106　※託児サービスあり

花と遊んでリフレッシュ

演奏曲（ハレルヤコーラス、クリス
マス・イブ、もみの木　他）
日時：12/7（日）19:00 ～ 20:00
場所：アスティアかさい 3Ｆ　交流
プラザ
入場料：無料
主催：愛の光幼稚園保護者会　愛の
光コーラス
問合先：地域交流センター
☎420106

愛の光コーラス　
クリスマスコンサート 2008

茶道協会主催のチャリティー茶会
日時：12/14（日）9:00 ～ 17:00
時間変更の場合あり
場所：アスティアかさい 3Ｆ　交流
プラザ
参加費：お茶券　1枚　500円
問合先：地域交流センター
☎420106

チャリティー茶会

BBC や SCS のメンバーなど世界基
準のプロダンサーのほか大人から子
どもまで全国各地からダンサーが
“加西” に集結。スペシャルライブに
はあの MISS MONDAY が登場。永遠
に語り継がれる 69組のパフォーマ
ンス、ついに開催！
日時：12/6（土）18：15 ～
場所：アスティアかさ
い 3Ｆ　交流プラザ
入場：無料
主催：Do-it
問合先：地域交流センター
☎420106

ダンスイベント COOL STYLE

ご家庭からの廃食用油の回収状況を報告します

【問合先】　環境創造課バイオマス担当　☎428716

　現在、市では、賀茂・下里・九会・富合・富田・多加野地区で、毎月１回の廃食用油回収を行っています。各地区の
回収状況は次のとおりとなっています。

■廃食用油回収量の推移　

地区名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 合計

賀茂地区 (15 町 ) 90 130 110 80 65 84 89 648

下里地区 (10 町 ) － － 105 50 48 22 30 255

九会地区 (15 町 ) － － － 215 30 63 51 359

富合地区 (11 町 ) － － － － － 85 15 100

富田地区 (14 町 ) － － － － － － 65 65

多加野地区 (17 町 ) － － － － － － 46 46

小計 90 130 215 345 143 254 296 1,473

公共施設・事業所 130 1,260 1,320 8,177 5,215 7,462 10,055 33,619

総計 220 1,390 1,535 8,522 5,358 7,716 10,351 35,092

（単位：ℓ）

　アスティアかさい 1階のコープ加西店で、毎月第 3水曜日に廃食用油回収を
行っています。家庭から出る天ぷら油など、お気軽にお持ちより下さい。

■コープ加西店でも回収を始めました。

｢かぐや姫プロジェクト」始まります。（樹木粉砕機と炭化装置を貸し出します）

▲コープ加西店での回収の様子

▲ 10 月末まで市役所 1階に展示したチッ
　 パーシュレッダ（右）と炭化装置（左）

【問合先】　教育委員会　教育総務課　☎428770

「教育変革期への対応について」タウンミーティング開催

　市教育委員会は、特色ある学校
づくり、学校統合、施設の耐震化、
幼稚園・保育所の一元化・民営化
などの諸課題を示し、公教育の充
実向上に向け、市民の皆様とのタ
ウンミーティングを小学校区ご
とに順次開催中です。保護者だけ
でなく、子育て世代の方や小中学
生など、どなたでもご参加いただ
けます。

11 月中旬以降の小学校区ごとのタウンミーティング日程
※時間はすべて 19:30 ～ 21:00 です。

下里地区　11 月 18 日（火）善防公民館大会議室
富合地区　11 月 19 日（水）富合小学校体育館
富田地区　11 月 20 日（木）富田小学校体育館
宇仁地区　11 月 21 日（金）八王子会館
在田地区　11 月 25 日（火）殿原町公民館
九会地区　11 月 26 日（水）農村環境改善センター
北条地区　11 月 28 日（金）健康福祉会館大会議室

▲質疑応答する八巻教育長

　市民の皆様や公共施設・協力事業者から回収した廃食用油は、環境に優しいバイオディーゼル燃料（BDF）へ精製して、
公用車や事業者の配送トラックに利用されています。

　加西市は、放置竹林の拡大から里山を守り、大気中の
ＣＯ２を固定して、地球温暖化を抑止する『かぐや姫プ
ロジェクト』を立ち上げます。春には筍掘りなど、市民
参加型による地域環境の向上運動を計画しています。
　このたび、間伐作業の効率化を図るため、樹木粉砕
機チッパーシュレッダや炭化装置を導入しました。

　竹林の間伐や竹炭利用をお考えの方は、これらの機器を貸し出しますので、環
境創造課バイオマス担当までご連絡ください。

▲竹林での間伐作業風景

貸出開始時期：来春 1月予定

受付時間：10:00 ～ 14:00
注意：植物性の食用油のみ回収します。動物性油（バターやラードが入ったもの）
は回収できません。ペットボトルなどに入れ、しっかり蓋を閉めて下さい。


