
■ため池で雑魚取り大会  ～深めよう！自然と親子のふれあい！～
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Let’s トライエコ教室
夏休みには、子どもも参加できる「親
子で！ Let’s トライエコ教室」を開
催するなど、身近な環境問題につい
て考える講座を開催しています。
毎回、違った学習をしていますの
で、初めての方もぜひお気軽にご参
加ください。
■ 次 回 テ ー マ： 第 3 回「 安 全 な 水
とおいしい水」
日時：10/21（水）13:30 ～ 15:30
場所：市民会館 2 階　視聴覚室
参加費：無料
申込先：中央公民館☎㊷ 2151

講座・イベント

高齢者のみなさんが、いきいきと自
分らしく生活し続ける「元気」のた
めの教室です。健康体操を中心に、
楽しく心と体を動かしましょう。
日時・場所・定員：
平成21年11月～平成22年3月の間の
第2・4木曜（初回のみ 10/29）中央公
民館25人と、第1・3木曜（初回11/5）
南部公民館20人　10:00 ～ 12:00
対象者：おおむね 75歳以上で体力
の低下を感じている方※介護保険の
認定を受けられている方を除きます
参加費：1回300円
持ち物：タオル、バスタオル、飲み物
受付期間：9/16（水）～※先着順
申込先：中央公民館☎㊷2151
南部公民館☎㊾0041

高齢者健康教室
「生き活き元気塾」

～	ちょっとゆっくり、ひと休み	～
介護者同士の仲間づく
りを目指し、それぞれ
の立場での思いを語り
合える場を一緒に作り
ませんか？
※動き易い服装でお越し下さい
日時：9/28（月）13:00 ～ 15:00
場所：健康福祉会館２階創作室
定 員：30名※ 申 込 み は 3日 前 ま で。
空きがあれば当日可。
参加料：無料
申込先：NPO法人ふきのとう
☎㊼2077

家族介護教室
「リラックス体操と和みの時間」

加西市老連   第8回文化展開催
日時：10/1（木）～ 5（月）
9:00 ～ 22:00（初日は 15:00 から、
最終日は 15:00 まで）
場所：アスティアかさい 3 階　交流
プラザ
出展作品：書道、水墨画、絵画、写
真、手芸、工芸、文芸他
問合先：加西市老人クラブ連合会
☎㊷ 5670

好感の持てる話し方は貴方の印象を
大きく変えます。
今回の婚活セミナーで貴方も会話力
を磨きましょう。
ちょっとしたファッションセミナー
もあり！
日時：10/4（日）男性10:30 ～ 12:00

女性13:00 ～ 14:30
会場：北部公民館　2階　視聴覚室
講師：髙坂純子さん（トーク・オフ
ィス JUN代表）
対象：婚活中の方ならどなたでも
参加費：無料
申込先：北部公民館☎㊺0103
（月～土曜日の 9:00 ～ 17:00）

第3回婚活セミナー
会話力を磨けば婚活力もＵＰ！

北部公民館登録グループによる芸能
発表会を開催します。日ごろの成果
を披露します。お楽しみに！
日時：9/27（日）12:30開演
場所：北部公民館体育室
問合先：北部公民館☎㊺0103
（月～土曜日の 9:00 ～ 17:00）

第34回北部公民館
ふるさとの祭典

今回は、国家鎮護の法会を行う一乗
寺や普光寺などの播磨天台六山と
国衙の関係、また六山が酒見社に一
堂に会して行った大イベント「酒見
講」について解説します。
日時：9/19（土)　13:30 ～ 15:00
会場：アスティアかさい 3階集会室
募集人員：会場にて先着60名
参 加 費：200円※ 加 西 市 史 購 入 者 は
無料
問合先：市史・文化財室分室
☎㊸0161

第9回加西市史を読む会
中世3　「播磨六カ寺と国衙・
酒見講の創始」

秋色濃き富田路をハイキングし、五
基の豪華な布団屋台が境内に繰り出
す高峯神社の秋祭り見物に行きませ
んか。ボランティアガイドがご案内
いたします。
日時：10/11（日）9:00	～ 13:00
場所：畑町高峯神社　往復約8km
集合：加西市観光案内所（北条町駅内）
参加費：300円（保険料等）
申込先：加西市観光案内所
☎㊷8823　9:00 ～ 16:00

ふるさと再発見ハイキング
「秋色の富田路ハイクと高峯

神社秋大祭」

自然物を使ったいろいろな遊びを新
発見！子ども同士・大人同士のふれ
あいや家族のきずなを深めましょう。
日時：10/24（土）9:30 ～ 11:30
場所：勤労者体育センター・いこい
の村はりま
対象：小学校6年生までの親子、子
育てに関心のある地域の方、ファミ
サポ会員親子
持ち物：体育館シューズ・汗拭き等
定員：30組
参加費：50円（保険料）
募集締切：10/20（火）
申込先：加西市ファミリーサポート
クラブ☎㊷0111

ファミサポなかよし交流会
「自然となかよし」

神戸の街で、クラッシックを楽しみな
がら素敵な出会いをしてみませんか。
日時：10/31（土）13:30 ～ 16:30
場所：神戸ポートピアホテル
対 象：男女各100名程度※ 先 着 順。
ただし、こうのとりの会会員（無料）
になっていただきます。
参加費：男性5,000円　女性4,000円
申込先：こうのとりの会事務局
☎078-891-7415

こうのとりの会10周年記念事業
秋・出会いの時は今

運動不足や体力の低下が気になる方
にお勧めのリズム体操。リズムに合
わせて体を楽しく動かします。
日時：10/25（日）10:00 ～ 11:30
場所：アスティアかさい 3階　ライ
トスポーツスタジオ
講師：別所千景さん
定員：20名（女性のみ）
受講料：無料　（一時保育有　3日前
までに要予約　5名まで）
持ち物：動きやすい服装、汗拭きタ
オル、体育館シューズ、飲み物
申込方法：9/25（金）から電話にて
受付（先着順）
問合先：男女共同参画センター
☎㊷0105

女性のための健康講座
リズム体操

■てんこく『雅印作り』体験教室
日時：10/11（日）1部10:00 ～ 12:00
2部13:30 ～ 15:30
場所：アスティアかさい 3階集会室
定員：各30名程度※当日受付
材料費：1,000円
主催：登録団体　篆刻研究起勢会
■詩書画展
日時：10/6（火）～ 11（日）
9:00 ～ 17:00
場所：アスティアかさい 3階　交流
プラザ
主催：登録団体　篆刻研究起勢会
■無料映画上映会「ねひめ Film」
日時・上映作品：
9/25（金）13:30 ～「黄色いリボン」
10/7（水）13:30 ～「上海特急」
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☎㊷0106

地域交流センターからの
お知らせ

市民会館からのお知らせ
■円  広志  コンサート

日時：10/12（月・祝）
開演 16:00
場所：市民会館文化
ホール
入場料：全席指定
S 席 4,500 円、A 席
3,500 円 ※ 当 日 500

円増、友の会会員 5％引
■岩崎宏美アコースティックＬＩＶＥ
2009 ～ Thanks ～

日時：11/8（日）
開演 17:00
場所：市民会館文化
ホール
入場料：全席指定
5,000 円※当日 500 円
増、友の会会員 5％引

■秋季講座受講生募集中
ウクレレ、ヨガ健康体操、フラワー
アレンジメント、自力整体、フリー
スタイルジャズダンス、キッズダン
ス、バランスボール体操、韓国語講
座、アロマと癒しのストレッチ、シ
ニア健康体操、タヒチアンダンス、
プリザーブドフラワー
※ 開催日時、受講料等詳しくは募集
チラシ、窓口又は電話でお問い合わ
せください。
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

※受付は両日とも 8:30 から。小雨決行

内　容：ため池で魚のつかみ取り
　　　　クリーンキャンペーン（ため池周辺のゴミ拾い）
　　　　講演・紙芝居（ため池の生き物について）
参加費：無料
持物等：胴長靴・田植足袋などを履き、汚れてもい
　　　　い服装。お持ちの方はうぐい、前がき、あ
　　　　み等（無い方は貸し出します）
その他：一匹長寸。表彰賞品を用意しています。
　　　　参加者には粗品進呈や軽食もあります。
申込先：加古川西部土地改良区☎㊾ 0915

日時 場所 申込締切

10/3（土）
9:00 ～正午

大池（加西市大村町地内）
※駐車場は大村町グランド他

9/25（金）
まで

10/24（土）
9:00 ～正午

東池（加西市大工町公民館北東）
※駐車場は大工町公民館他

10/15（木）
まで

■おいもほり
6月にさしたサツマイモ、大きくなっ
ているかな？
お友達誘って
きてね。
日時：10/15（木）
11:00 ～ 12:00※雨天順延
持物：スコップ、軍手
■こどもの館巡回劇場（ユースケ座）
県立子供の館から、かわいい人形劇
がやってくるよ。おたのしみに！
日時：10/28（水）11:00 ～ 12:00
■３・４歳児さん集まれ！
日時：10/13（火）・23（金）
11:00 ～ 11:30
■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：10/22（木）10:30 ～ 11:30
■家庭教育講座
「どうしたらいい？こどものわがまま」
しらさぎ家庭教育研究所から講師の
方が来られます。
日時：10/21（水）11:00 ～ 12:00

ねひめキッズからのお知らせ

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

＜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：10/20（火）10:30 ～ 11:30

魚のつかみ取り




