
■水道水濁りのお詫び
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兵庫県の行財政構造改革に伴い、加
西健康福祉事務所 ( 保健事務所 ) は
本年 3 月末日をもって閉鎖いたしま
す。当所の業務は 4 月 1 日以降、加
東健康福祉事務所（現・社健康福祉
事務所）に引き継がれます。
詳しくは、4 月 1 日以降、下記まで
お問合せ下さい。
問合先：北播磨県民局加東健康福祉
事務所☎ 0795-42-5111

加西健康福祉事務所が 3月末
で閉鎖されます

第 6回加西ロマンの里ウォーキング
の開催にあわせ、法華口駅前広場で
加西産のおいしい農産物や加工品を
販売します。
日時：3/20（金・祝）13:00 ～ 16:00
場所：北条鉄道・法華口駅前広場
出品予定物：地元農産物（イチゴ、
トマトなど）、パン、お菓子、お寿司、
お酒など※内容変更の場合もあり。
問合先：ふるさと営業課☎42 8740

～おいしいものがいっぱい～
法華口駅前で直売市場を開催

朗読の技術を学ぶことを通し、視覚
障害者への理解を深めましょう。
実施日時：7 回コース（毎週木曜日）
4/16、23、30、5/7、14、21、28
13:00 ～ 15:00
実施場所：加西市健康福祉会館
講師：朗読ボランティア「かしの実
グループ」
定員：20 名※参加費 1,000 円
申込締切：4/10（金）
申込方法：電話申込可
問合先：加西市社会福祉協議会
☎43 8133 ℻  42 6658

朗読ボランティア入門講座

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
ることを学ぶ「元気塾」。ぜひご参
加下さい。
日時：5 ～ 9 月の第 1・3 木曜（全
10 回）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※先着順
受付期間：3/23（月）～
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」のご案内

2 月 12 日（木）午後 7時頃に寺山配水池の機械故障により、北条地区を中
心に水道水の濁りが発生しました。一部市民の皆様には大変ご迷惑をお掛け
しましたこと、深くお詫び申し上げます。
つきましては、該当地区の方で減免を希望される方は、１㎥相当の使用料金
（約 300 円）を減免いたしますので、誠にお手数ですが下記要領で申請手続
きを頂きますようお願いいたします。
対象者：被害を受けられた方で、基本水量 (20㎥ /2ヶ月 )を超えて使用された方
申請期間：3月 23 日（月）～ 4月 3日（金）までの平日 8:30 ～ 17:00
申請場所：生活環境部業務管理課　（水道棟 2階）☎42 8791
次期料金請求時に減額いたします。なお、申請時には印鑑をご持参願います。

市民会館からのお知らせ

JAYWALK コンサート
日時：3/22( 日 )
16：30 開演
※ 16：00 開場
入場料：全席指定
5,500 円
※当日 500 円増
前売チケット発売中

シネマかさい 2009「おくりびと」
日時：4/19( 日 )
① 10：00 ～② 14:00 ～ ③ 18:00 ～
チケットは完売しました。ありがと
うございました。

チケット発売先：市民会館・ローソ
ン・イープラス・電子チケットぴあ
問合先：市民会館☎43 0160

お笑いバトル 2009　in　かさい
出演者：
サンドウィッチマ
ン・ナイツ・狩野英
孝・桜塚やっくん・
クールポコ・中山功
太・天竺鼠
日時：4/4（土）

① 11:30 ② 14:30
入場料：3,500 円※当日500円増
前売チケット発売中

春季定例講座（4～9月）受講生募集
講座内容：青竹ふみ、自力整体、サ
ンドブラスト、プリザーブドフラ
ワー、ストレッチ、フラワーアレン
ジメント、津軽三味線、シニア健
康体操、楽しい KID'S ダンス、ジャ
ズダンス、ウクレレ、バランスボー
ル、ハワイアンフラ、タヒチアンダ
ンス、ヨガなど
募集期間：3/31（火）まで

加西市民会館友の会会員募集
個人会員 1,500 円
ファミリー、グループ会員 5,000 円
法人会員 10,000 円
特典：チケットや講座受講料の割
引、チケットの優先販売など

少子化対策の一環として、同一世帯
の 2 人目以降のお子さまが市立幼稚
園に入園される場合、入園料（年額
8,000 円）が免除となります。該当
される方は、既にお渡ししている「幼
稚園入園料減免申請書」を記入のう
え、4/13（月）までに各幼稚園に提
出してください。
なお、申請書をお持ちでない方は、
各幼稚園にあります。
問合先：教育委員会こども未来課
☎42 8726

市立幼稚園の入園料が２人目
から免除

駐屯地開放日時：
3/28（土）～ 4/12（日）
平日17:00 ～ 21:00
土・日9:00 ～ 21:00
※但し、桜の開花状況により多少日
程を変更する場合があります。
問合先：青野原駐屯地広報班
☎0794667301

青野原駐屯地　桜まつり

ともだちいっぱい
親子ふれあい遊びや、支援員による
楽しいお話もあります。
お友達と一緒にあそぼうね！
日時：4/15（水）10:30 ～ 11:30

ねひめキッズからのお知らせ

３・４歳児さん集まれ！
なかよしタイムに 3・4 歳児対象の
遊びをします。遊びに来てね。
日時：4/13（月）・23（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：4/21（火）10:30 ～ 11:30　

開園日時：月～土 10:00 ～ 15:00 
登録、利用料はいりません。
問合先：ねひめキッズ☎42 5710

わいわいひろば
双子ちゃん、三つ子ちゃんあつまれ！
4 月より、毎月 22 日を多胎児のお
母さん、妊婦さんの日とします。
情報交換や日ごろの悩みなどお話し
ませんか？
日時：4/22（水）10:30 ～ 11：30　

入場無料！映画上映イベント、ねひ
め cue! の上映予定。

地域交流センター
映画上映イベントガイド

「道」　
監督：フェデリコ・フェリーニ
旅回りの道化師と一人の女をめぐっ
て人生の哀歓をつく、1956年アカデ
ミー最優秀外国映画賞各受賞の名作。

日時：3/27（金）20:00 ～ 21:45
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

楽しい親子遊び・うた遊びがいっぱ
い。ファミサポ会員のみなさん、ファ
ミサポに興味をお持ちのみなさん、
一般の親子の方も大歓迎！
日時：3/29（日）13:30 ～ 15:30
場所：市民会館　コミセン小ホール
講師：NPO ウィズネイチャー代表
西森由美子さん
定員：50組の親子
参加費：無料
申込締切：3/26（木）
申込先：加西市ファミリーサポート
クラブ（アスティアかさい 3F男女共
同参画センター内）☎420111

加西市ファミリーサポート
クラブ交流会
“春休み　みんなのびのび ”

■ジャズストリート＆ヒップホップ
ジャズダンス教室
日時：3/30（月）
18:00 ～ 19:00（小学生低学年）
19:15 ～ 20:15（小学生高学年）　
20:30 ～ 21:30（中高生）
場所：地域交流センター
主催：Style8　
■キッズロックダンス
日時：3/27（金）18:15 ～ 19:30
対象：小学生
場所：地域交流センター
主催：A.D.S

ストリートダンス無料教室

申込：要電話予約
問合先：地域交流センター
（アスティアかさい 3 階）☎42 0106

■加西かな書道会展
期間：3/24（火）～ 29（日）
場所：交流プラザ
■桂の会作品展（書道）
期間：4/3（金）～ 10（金）
場所：ウォールギャラリー

ねひめホール展示会

問合先：地域交流センター
（アスティアかさい 3 階）☎42 0106

講座・イベント

日時：4/26（日）8:30 ～
会場：加西球場（開会式）他
参加資格：市内に住居、１町１チー
ム監督含め 20名以内。学生不可
参加費：1 チーム 7,000円
申込締切：4/10（金）必着
申込先：加西市体育協会事務局（市
民交流課内）☎428773

第32回町親善ソフトボール大会

日常生活活動である「立つ・座る・
歩く」がスムーズにできるよう、持
久力、筋力、柔軟力を向上させる運
動を行います。
運動は苦手だけれど、健康は気にな
る方や体力の低下や膝腰の弱さが気
になる方におすすめです！
日程：4/16 ～ 8/6（全 17 回）
毎週木曜日　10:00 ～ 11:30
募集人数：20 名
参加費：一人１回 150 円
申込先：健康増進センター
☎42 3621
※「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下さい。

カラダのびのび体操

兵庫県では、社健康福祉事務所で実
施しておりました一般健康相談、事
業所健診は 3 月末で廃止します。な
お、エイズ・肝炎検査及び相談等は
引き続き実施します。(0795-42-9365)


