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講座・イベント

入場無料！映画上映イベント
ねひめ CUE !　
「そして人生はつづく」
日時：12/26（金）19:30 ～ 21:05

地域交流センター
映画上映イベントガイド

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

体力の低下が気になる男性のための
有酸素運動教室です。
日程：2/5 ～ 3/26 の毎週木曜日
10:00 ～ 11:30　計8回
対象：男性
募集人数：20名
参加費：一人1回150円
※「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。詳細は下記まで。
申込先：健康増進センター
☎423621

男のステップエクササイズ

介護予防リーダーの養成講座です。
日時：2/3、2/13、2/17、2/24、
3/3、3/10　計6回　13:30 ～ 15:30
場所：健康福祉会館　3階研修室
講師：motto ひょうご事務局長　栗
木剛氏ほか
内容：レクリエーション、認知症講習、
転倒予防、体操指導、交流会など
対象者：地域での介護予防推進に協
力いただける方
定員：40名（先着）
申込締切：1/28（水）
申込先：社会福祉協議会地域福祉推
進室☎431281

いきいきはつらつリーダー
養成講座　ステップアップ編

成人としての第一歩を踏み出され、
夢と希望に輝く新成人の皆さんをお
祝いする成人式を開催します。ぜひ
ご参加ください。
日時：1/11（日）　10:00 ～
受付は 9:30 ～ 10:00
場所：市民会館　文化ホール
対象者：市内に在住し、S63.4/2 ～
H 元年 4/1 に生まれた方（案内はが
きをご持参下さい。市外へ転出され
た方で案内はがきのない方も当日会
場で受け付けます。）
問合先：市民交流課☎42 8775

はばたけ新成人！
加西市成人式のお知らせ

輝かしい新春を寿ぐため、新年交歓
会を開催します。どなたでもご参加
いただけます、ぜひお越しください。
日時：1/5（月）13:00 ～
場所：アスティアかさい 3 階　交流
プラザ
主催：加西市・加西市議会・加西商
工会議所
問合先：秘書課☎42 8701

新年交歓会

市民会館からのお知らせ

米朝一門会
日時：2/8（日）
14:00 開演
13:30 開場
出 演： 桂 ざ こ ば・
雀々・都丸・吉弥・
ちょうば

入場料：Ｓ席 4,000 円　
Ａ席 3,000 円（当日 500 円増）
前売チケット好評発売中：市民会
館・ローソン他市内プレイガイド
問合先：市民会館☎43 0160

Family ～ おかだ兄弟ハートフルコ
ンサート in かさい ～
日時：1/18（日） 14:00 開演 
出演者：岡田健太郎 ･ 岡田和宏 ･ 岡
田通利
入場料：大人 2,000 円（こども 1 名
無料）、4 歳以上高校生以下 500 円
全席自由（当日 500 円増）
前売チケット発売中：市民会館・お
やこ劇場・各公民館・アスティアか
さい地域交流センター
問合先：市民会館☎43 0160
加西おやこ劇場☎43 0830

N ゲージや触れるプラ模型の展示、
三木鉄道写真展や鉄道関係書物の展
示を行います。
期間：1/4（日）～ 12（月）
場所：三口町「ふく蔵」ギャラリー
問合先：ステーションマスター法華口
駅長（上谷）☎090-1956-1810

新春鉄道展　
ありがとう三木鉄道と「紫電
改」の通った路

ランドマークに
登って初日の出を
拝み、下山後みん
なでお雑煮を食べ
て新年を祝う新春
のつどいを開催し
ます。ぜひご参加
ください。

日時：1/1（木）6:00 ～（受付）
場所：集合　加西球場東側駐車場
　　　登山　ランドマーク
※小学生以下には参加賞あります。
問合先：青少年団体連絡協議会
☎42 8775

新年をランドマークで！
新春のつどいのお知らせ

ニーズ調査にご協力を！

【問合先】　経営戦略室　☎428700

　「加西市次世代育成支援
行動計画」策定にかかるニ
ーズ調査を行うため、無作
為抽出した就学前児童、小
学生をお持ちのご家庭、お
よび高校生にアンケートを
郵送配布しています。

　みなさまの子育て支援や環境に関するご要望や将来に対
する希望を把握し、市政に活かすための重要な調査です。
アンケートが届いた方は、ご回答の上、12 月 18 日（木）
までに同封しています返信封筒でご返送ください。

田遊びの古式ゆかしい静の所作と、
鬼会の躍動感溢れる動の所作は、観
衆の心を室町の世界へと誘うことで
しょう。
ボランティアガイドがご案内しま
す。（国重要無形民俗文化財）
時間：1/8（木）18:00発～ 21:30頃
集合場所：加西市観光案内所
参加費：1000円（バス代・保険料等）
定員：25名（先着順・要予約）
申込先：観光案内所☎&℻  428823

ふるさと再発見の旅
新春イベントツアー
東光寺の田遊び・鬼会鑑賞会

無作為にアンケートが届きます

意見を募集しています

【問合先】　長寿介護課　☎428788　℻  428955

　市では、「加西市高齢者福祉計画・第 4期介護保険事業
計画」の策定を進めています。
　現在、これまでの検討結果として、計画の基本理念・基
本目標等の考え方を示す「中間のまとめ」を市ホームペー
ジや各公民館、地域交流センター（アスティアかさい 3階）
で 12 月中旬に公表予定です。
 ご覧いただき、ご意見やご提案を郵便・FAX などでお寄
せください。

■募集期限：1月 19 日（月）

開催日：12/23（火）
■無料体験レッスン 13:00 ～ 14:00
女性の方は、ヒールカバーをご持参
ください（お持ちでない方は事前に
お申し付けください）
定員：なし　当日会場で受付ます。
講師：岡路義彦プロ・酒井圭子プロ
■クリスマスダンスパーティー
14:00 ～ 17:00　
参加費：500 円　要申込み
※来場・観客無料
場所：アスティアかさい 3 Ｆ　交流
プラザ
問合先：地域交流センター
☎43 0106

ダンスサークルすみれ
クリスマスダンスパーティー

真冬の屋台村  in  加西 　12月21日（日）11:30 ～ 18:00
アスティアかさいビル屋上広場に１日限りの屋台村が
出現。Ｂ級ご当地グルメの姫路おでんや高砂にくてん。
ベトナム、中華、インドネシアなどの多国籍料理。地元、
万願寺の原始人会ミニぼたん鍋。その他、市内のグル
メなお店も多数出店。
　また、巨大マグロの解体ショー＆即売会や街角コン
サート等、盛りだくさんのイベントで元気な加西を皆
さんにお見せします。ぜひお越し下さい。
問合先：商工会議所青年部　☎42 0416

楽しいことは待ちきれない！年越しに
欠かせないそばや、お正月飾りを作っ
てお正月気分を先取りしよう！！

南部公民館  冬の親子体験教室

やって満足、食べて満腹！親子でそ
ば打ちに挑戦
日時：12/23（火）　9：30 ～ 13：30
対象：園児・小学生と親又は祖父母
定員：20組　※先着順
参加費：1,000円

アーティスト気分！お正月をステキ
に飾ろう
日時：12/24（水）
13：30 ～ 15：30
対象：園児・小学生
と親又は祖父母
定員：30組　※先着順
参加費：1,500円

申込期間：12/20（土）まで
申込先：南部公民館☎490041

加西市を美しいまちにしましょう。
日時：12/23（火・祝）
9:00 ～ 11:00（小雨決行）受付8:30
集合場所：市役所玄関前
清掃場所：市役所・アスティアかさ
い・丸山公園・加西インター周辺等
持ち物：ごみバサミ、軍手
参加料：無料
主催：社団法人倫理研究所家庭倫理
の会かさい市
申込先：長田達子税理士事務所
☎421095　 ℻  431113

クリーンアースデーのご案内

ラジオ体操の動作を
しっかり覚えて、毎
日の健康づくりに役
立てていただく教室
です。

日程：2/2 ～ 23 の毎週月曜日
13:30 ～ 15:00　計 4 回
対象：60 歳以上の男女
募集人数：20 名
参加費：一人 1 回 150 円
※「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。
申込先：健康増進センター
☎42 3621

ラジオ体操から始める
健康づくり教室


