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整体で冬の腰痛予防
身体をゆっくり動かし、凝り固まっ
ている身体をほぐします。
日時：10/27（火）10:00 ～ 11:30
定員：20 名
主催：登録団体みかん
問合先：地域交流センター
☎㊷ 0106

講座・イベント

広告広告

日時：11/7（土）13:00 ～ 15:30
場所：西ノ段池（鶉野上町）
内容：ため池の雑魚取り、ため池学
習会、ため池クリーンキャンペーン
参加費：無料　※小雨決行
問合先：北播磨県民局環境課
☎0795-42-5111

西ノ段池
ため池ふれあいイベント

第28回　北部公民館文化祭
北部公民館登録グループによる文化
祭を開催。ともに学ぶ素晴らしさを
発表します。
日時：11/7（土）、8（日）
9:00 ～ 17:00※ 8 日は 15:00 まで
場所：北部公民館
内容：作品展示、料理バザー、お茶
席、リサイクルバザー
■記念講演「落語　光家細鶴さん」
11/7（土）10:00 より
問合先：北部公民館☎㊺ 0103

今回は、埋蔵文化財整理室の展示
コーナーで発掘調査の出土品を見な
がら、弥生時代のムラの生活や変遷
をみていきます。
日時：10/24（土）10:30 ～ 12:00
会場：埋蔵文化財整理室（旧図書館）
募集人員：会場にて先着30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10回　加西市史を読む会
考古４「加西の弥生時代」

一乗寺本堂の巡礼札
の 調 査 が 終 了 し ま
したので、講演会を
開催します。また、
ウォーキングを同日
に開催し、修復工事
が完了した本堂（国重
要文化財）と本尊（国
重要文化財［秘仏］）
を見学します。
開催日：11/7（土）
■講演会
時間：10:40 ～ 12:10（10:00開場）
場所：善防公民館　大研修室
講師：幡鎌一弘先生（加西市史編さ
ん委員会		近世史部会長、天理大学
おやさと研究所		研究員）
■ウォーキング
時 間：13:10 ～ 17:10（12:30善防公
民館にて受付開始）
コース：善防公民館～一乗寺～ふく
蔵～法華口駅（全行程約10㎞）
案内：加西市観光まちづくり協会　
ボランティアガイド
募集人員と参加費：
講演会　90名、1人300円
ウォーキング　50名、1人700円
※北条鉄道ご利用の方は、播磨下里
駅改札外に「講演会割引チケット」を
設置していますのでご利用下さい。
申込：講演会は当日先着。ウォーキ
ングは 11/4（水）正午までに予約が
必要
予約・問合先：市史・文化財室分室
☎㊸0161

講演会とウォーキングの連結
イベント

「西国巡礼者と一乗寺への道」

満開のコスモス畑
を通るハイキン
グ。心地良い秋空
の下、美しい自然
と加西の文化に触
れてみてはいか
が？
日時：10/25（日）10:00 ～
集合：JR滝野駅10:00
コース概要：
JR滝野駅～播磨中央公園～国正町公
会堂～奥山寺～八王子神社～国正町
公会堂～播磨中央公園～ JR滝野駅
参加費：無料
申込：必要なし（現地集合・現地解散）
問合先：ふるさと営業課☎㊷8740

宇仁の郷・花畑街道・コスモス
まつりを巡るハイキング

市民会館からのお知らせ
■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

■鳥羽一郎特別公演～演歌宅配便～
日時：H22.1/16（土）
昼の部 14:00 開演
夜の部 18:00 開演
場所：市民会館文化
ホール
入場料：全席指定
S 席 5,000 円、A 席

3,500円※当日 500 円増・友の会会員 10％引
■秋季講座受講生募集中
開催日時、受講料等詳細は募集チラ
シか窓口又は下記連絡先まで。
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

■ 3・4 歳児さんあつまれ！
日時：11/13（金）、30（月）
11:00 ～ 11:30
■リズムであそぼう
県よりアドバイザーを迎え、歌に合
わせて体を動かしたり、手遊びをし
たり、親子ふれあい遊びを楽しみま
す。
日時：11/18（水）11:00 ～ 12:00
■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：11/24（火）10:30 ～ 11:30
■家庭教育講座③

「親でなければできない教育」
「しらさぎ家庭教育研究所」より講
師の方が来られます。
日時：11/19（木）11:00 ～ 12:00
※託児あり

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
さんも一緒に会話を楽しみます。
日時：11/17（火）10:30 ～ 11:30

第20回　善防公民館まつり
善防公民館の登録
グループ・館外教
室の皆さんが、日
頃の “ 学び “ の成
果を披露。25 日は、手作りの楽し
いバザーも開催します。
日時・内容：
10/24（土）
・作品展示　9:00 ～ 17:00
10/25（日）
・芸能発表　10:00 ～ 15:00
・作品展示　9:00 ～ 15:00
・各種バザー、お茶席など　9:00 ～
問合先：善防公民館☎㊽ 2643
（月～土の 9:00 ～ 17:00）

11/11（水）から 17（火）までの「税
を考える週間」に合わせて、小学生
の作品を集めた書道・ポスター展を
開催します。
開催期間：11/5（木）～ 16（月）
場所：加西市役所１階　ロビー
問合先：社税務署☎0795-42-0223

税に関する小学生の
書道・ポスター展

外国人と巡る京都の旅
いろいろな国の人たちと一緒に京都
へ一日旅行に出かけませんか。
日時：11/1（日）
募集人数：
日本人 10 名、外国人 30 名
参加費用：2,000 円
申込期日：10/26（月）まで
申込先：加西市交際交流協会（自治
参画課内）☎㊷ 8751

“聴く ” ことでボランティアができ
ます。心を込めて “聴く ” ことで、
人の心を癒せます。“聴き ”上手に
なってあなたのやさしさをボラン
ティアに活す講座です。
日時：11/2(月）13:30 ～ 15:30
場所：加西市健康福祉会館
講演：「よりよい人間関係を築く話
し方」トータルマナー研究所所長　
河本栄味子さん
参加費：無料
申込先：加西市社会福祉協議会
☎㊸8133

聴き上手をめざして
傾聴ボランティア養成講座

会派を越えた様々な書風の作品が出
品されます。
日時：11/3（火）～ 8（日）
9:00 ～ 17:00
場所：市民会館コミセン 2 階　ギャ
ラリー
主催：加西市書道協会
問合先：市民会館☎㊸ 0160

第9回　加西市書道展

深秋の一日、万願寺川の中下流域に
広がる楢原の里の自然と歴史に触れ
るハイクキングです。※雨天中止
日時：11/20（金）9:00	～ 15:30
コース：網引駅から乎疑原神社（繁昌
町）	往復約11㎞
集合：加西市観光案内所（北条町駅内）
参加費：約950円（保険料・運賃）
申込先：加西市観光案内所☎㊷8823
（9:00 ～ 16:00）※当日参加も可

ふるさと再発見ハイキング
楢原の里の自然と歴史探訪

農産物販売、試食、動物ふれあいコー
ナーなど、楽しい催しがたくさん。
日時：11/21（土）10:00 ～ 15:00
場所：兵庫県立農林水産技術総合セ
ンター（別府町）※雨天開催
問合先：同センター☎㊼2400

兵庫県立農林水産技術総合セ
ンターの公開デー

■ビル陰等の受信障害対策用の助成金の申請受付は、
　平成 21 年 12 月 28 日（月）まで
■アパート・マンション等のオーナー、管理組合への　
助成金の申請受付は、平成22年 1月 15日（月）まで

問合先：総務省テレビ受信者支援センター
　　　　☎ 0570-093-724

共同受信施設のデジタル化対応が必要です

税を考えるフォーラム
税に関する分科会と、健康になるた
めのワンポイントアドバイス講演会
を開催します。
日時：11/11（水）14:00 ～ 16:45
場所：嬉野台生涯教育センター
講師：総合医療研究所		金華洙		所長
問合先：社納税協会☎0795-42-0360

クリーンキャンペーン
道路周辺に散乱しているゴミを収集
し、清潔で快適なまちづくりを行い
ます。
日時：10/25（日）9:00 ～ 11:00（小
雨開催）※集合場所は五百羅漢
清掃場所：五百羅漢から中国自動車
道側道沿い
対 象 者：市内外を問わずクリーン
キャンペーンに参加できる方（ただ
し、小学生以下は保護者同伴）
駐車場：北条幼稚園西側、北条小学
校西側
申込：当日、現地で受付
問合先：加西市社会福祉協議会
☎㊸ 8133

東池（大工町）で雑魚取り大会
日時：10/24（土）9:00 ～正午
場所：東池（大工町公民館北東）
※申込は下記まで。当日参加も可
問合先：加古川西部土地改良区
☎㊾ 0915




