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講座・イベント

市民会館からのお知らせ
シネマかさい 2009「ヤッターマン」
日時：7/5（日）
① 10:00 ～　② 14:00 ～
場所：市民会館文化ホール
入 場 料：全席自由 700 円※当日 300
円増、小学生未満無料（ただし同伴
者が必要）

チケット発売先：市民会館・地域交
流センター・各公民館ほか
問合先：市民会館☎㊸ 0160

第 3 回サマーコンサート
ハワイアンフラ＆ウクレレ
日時：7/12（日）開演 14:00 ～
場所：市民会館文化ホール
入 場 料：全席自由 500 円※当日 200
円増、70 歳以上・高校生以下無料

気軽に・身近な場所で・婚活情報にふ
れてみませんか？この機会にぜひ！
日時：6/21（日）13:00 ～ 15:30
場所：北部公民館1階　第一研修室
講師：山田ゆかりさん（オフィスま
りあーじゅ主宰）
対象：未婚の男女及びその親（その
他、婚活に興味のある方も参加可）
定員：30名※参加費無料
申込先：北部公民館☎㊺0103
（月～土曜日の 9:00 ～ 17:00）

第1回婚活セミナー
結婚相談所ってどんなところ？

加西西国霊場巡りも今回の巡拝で満
願となります。多数のご参加をお待
ちしています。
日時：7/6（月）9:00発～ 16:00帰着
集合：観光案内所前（北条町駅待合室内）
順路：妙厳寺（東剣坂）→常行院（山
下）→正禅寺（山下）→長円寺（福居）
→久学寺（上芥田）
定員：40名（バス 2台、要予約）
参加費：2,000円（バス代、諸経費）
ご朱印希望者は別途300円（各寺）
申込先：観光案内所☎&ＦＡＸ㊷8823

ふるさと再発見の旅
第7回加西西国33所  霊場めぐり

問合先：南部公民館☎㊾ 0041

■リラックス・ヨガ
日本ヨガ連盟公認イ
ンストラクターによ
る短期集中のプログ
ラムです。
日時：7/24 までの
毎週金曜日
18:30 ～ 19:30

南部公民館からのお知らせ

■「エッセイのいろは」
絵本作家のアドバイ
スのもと文字を綴
り、静かな時間を楽
しみましょう。
日時：7/14・9/8・
10/13（火）全 3 回
14:00 ～ 16:00

講師：絵本作家		尾崎美紀さん

講座内容・申込などは問合先まで

夏休み期間中の学童保育園について

【申込先】　〒675-2395（住所表記不要）加西市教育委員会自己実現サポート課☎㊷8773

　市内の小学校 1～ 3 年生までの児
童で、夏休み期間中に就労等で保護
者の保護を受けられない児童を対象
に入園児を募集します。

■夏休み期間中の入園児童募集

実施場所：北条、北条東、下里、九会、日吉、泉学童保
　　　　　育園
保育期間：7月 21 日（火）～ 8月 25 日（火）
　　　　　※土曜・日曜日及び 8月 13 日（木）・14 日（金）
　　　　　を除く
保育時間：8:30 ～ 18:00
保 育 料：7月 6,000 円、　8月 12,000 円
必要書類：学童保育園入園申請書、保育に欠ける申立書
　　　　　（勤務証明書）等
申込期限：6月 30 日（火）必着
※申込み多数の場合等、入園する園については希望にそえな
い場合があります。

　昼間、保護者のいない家庭の小学校 1～ 3年生までの
児童に対して、遊び等を通じて児童の生活指導をおこな
います。

■夏休み期間中の指導員募集

勤務場所：北条・北条東・九会・日吉学童保育園
勤務時間：原則月曜日から金曜日
　　　　　① 8:00 ～ 13:00　② 13:00 ～ 18:00
　　　　　※交代勤務となります。場合によっては勤務
　　　　　時間帯の変更もあります。
募集人員：6名程度
採用期間：7月 21 日（火）～ 8月 25 日（火）
資格要件：教員免許又は保育士資格を有する方を優先
給 与 等：1,100 円／時間　通勤手当は支給なし
申込方法：履歴書（写真添付）、資格証明書の写しを持参
　　　　　又は郵送ください。封筒に「夏期学童保育指
　　　　　導員応募」と記入のこと
申込期限：6月 29 日（月）必着

■男女共同参画推進事業 ※参加費はすべて無料（一時保育あり、3 日前まで要予約。5 名まで）

やさしい男女共同参画を学びます。
日時：7月 25 日（土）14:00 ～ 16:00
場所：アスティアかさい 3階多目的ホール
講師：栗木　剛さん

■講演会「いつも笑顔で仲間づくり」

「上手に仕事を探すには !」
応募書類の書き方や面接のポイントを学びます。
日時：7月 19 日（日）14:00 ～ 16:00
場所：アスティアかさい 3階集会室
講師：長谷川まゆみさん（社会保険労務士、ファイナ
　　　ンシャルプランナー）

■女性チャレンジ講座
日時：7月 5日（日）10:00 ～ 14:00
場所：アスティアかさい　3階
　　　多目的ホール
プログラム：
10:00～11:30　パネルトーク「ともに築こう家庭と地域」

コーディネーター：今井　一さん
パネラー：市民代表

11:30 ～ 12:00　パーソナルカラーコーディネート
　　　　　　　「あなたにあったカラーで生活をエンジョイ」

講師：中村賢一さん
10:00 ～ 15:00　交流イベント（自由参加）

市民団体・ＮＰＯ・市民参加による多
彩なイベント（食事コーナー、ミニコ
ンサート、手作り市場他）　図書館と
の連携事業（絵本読み聞かせ、子供お
茶会）

■男女共同参画フォーラム

【すべての申込・問合先】　
加西市男女共同参画センター☎㊷ 0105　ＦＡＸ㊷ 0133
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■かぶとむし列車運行します
家族やお友達と一緒に、夏休みの一時をかぶとむしと過ごしてみませんか。
乗車された子どもたちにかぶと虫（オス・メス各１匹）をプレゼントします。

日時：7月 25 日 ( 土 )、26 日 ( 日 )
　　　北条町駅発 9:28、10:42、11:42、12:42 の 4 列車を運転します。
募集人員・料金：400 名程度 ( 各列車 50 名程度、先着順 )・1人 800 円
持ち物：虫かご、または飼育ケースを各自ご持参ください。	
　　　　※カブトムシ（オス・メス各１匹）はお子様だけの配布となります。
申込先：北条鉄道㈱　北条町駅☎㊷ 0036

たなばた会
今月は、善防公民館の自主グループ
『ゆうゆう』さんを迎え、みんなで
一緒に遊びます。
日時：7/15（水）11:00 ～ 12:00

ねひめキッズからのお知らせ

３・４歳児さん集まれ！
日時：7/8（水）・28（火）
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：7/21（火）
10:30 ～ 11:30

開園日時：月～土 10:00 ～ 15:00	
登録、利用料は不要です。
問合先：ねひめキッズ☎㊷ 5710

わいわいひろば
双子ちゃん、三つ子ちゃんのお母さ
ん、妊婦さん一緒にお話しましょう！
日時：7/22（水）10:30 ～ 11:30

子どものための救急法
消防署より小西優司さんを迎え、心
配蘇生法や、いざという時の対処法
などのお話があります。
日時：7/6（月）11:00 ～ 12:00

7/23（水）から、「なかよしタイム」
参加者は、着替えを持参下さい。

子どもの食事、虫歯予防、しつけな
ど、子育てに役立つ研修会。おやつ
作り、歯磨きの実技も行います。
日時：7/2( 木 )9:00 ～ 12:00
　　　7/8( 水 )9:00 ～ 11:45
場所：アスティアかさい 3 階
対 象：子育てに関心のある地域の
方、子育て中の方
参加費：無料　託児あり ( 要予約 )
申込締切：6/29（月）定員 30 名
申込先：加西市ファミリーサポート
クラブ☎㊷ 0111

託児サポーター研修会




