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講座・イベント

認知症の方への介護体験を知ろう
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？
日時：11/26（木）13:30 ～ 15:00
場所：健康福祉会館２階創作室
定員：30名
参加料：無料
申込先：NPO法人ふきのとう
☎422077※申込みは 3日前まで。空
きがあれば当日可。

家族介護教室
「ミニ講座②と茶話会」

市民会館からのお知らせ
■お正月用フラワーアレンジメント
お正月を少し豪華に彩ってみません
か。初心者の方もお気軽にご参加下
さい。
日時：12/27（日）
① 10:30 ～　② 13:00 ～
定員：各 15 名
持ち物：花切りバサミ、持ち帰り用袋
参加費：3500 円（花代含む）
締切：11/29（日）
問合先：市民会館☎43 0160

■クリスマス会
加西マジック協会の仲田さんを迎
え、手品ショー！お友達と一緒にク
リスマス会を楽しみましょう。サン
タさんもくるよ。
日時：12/18（金）11:00 ～ 12:00
■３・４歳児さんあつまれ
日時：12/3（木）・14（月）
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：12/22（火）10:30 ～ 11:30
■家庭教育講座④「がまんする心を
育てる」
「しらさぎ家庭教育研究所」より講
師の方が来られます。希望の方は託
児します。
日時：12/7（月）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＞
■高齢者とのつどい　～ねひめくれ
ぱすさんによるクリスマス会～
サンタさんや、はばタンと一緒に
踊って遊ぼう。プレゼントあり。
日時：12/5（土）10:30 ～ 11:30
申込締切：11/25（水）
■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：12/15（火）10:30 ～ 11:30

学習と活動の成果を披露します。お楽しみください。

問合先：中央公民館☎42 2151

日時 内容 場所

11/28（土）
9:00 ～ 17:00

作品展示
（書道・手編み・和裁・日本画・水墨画・絵手紙・

短歌・俳句・川柳・竹細工・木彫り・フランス

刺繍・ちぎり絵・ボールペン習字・生花・写真・

表装・和菓子）

市民会館
コミセン
2階・3階

11/29（日）
9:00 ～ 15:30

10:00 ～ 12:00 作品バザー（木彫り・竹細工）

11:00 ～ 15:30 料理バザー
（手打ちそば・山菜おこわ・ワッフル・コーヒー）

12:30 ～ 15:30 芸能発表会
（大正琴・歌謡・社交ダンス・銭太鼓・詩舞道・

舞踊・コーラス・マジック・着付け・太極拳・劇・

オカリナ）

文化ホール

中央公民館学習発表会「中央ふれあいまつり」

絵本、自分史、小説、エッセイなど
書いてみたい方を対象に新しい教室
がスタート。絵本作家の指導を受け
て、魅せる文章を身につけるチャン
スです。
開講式日時：11/26（木）
13:30 ～ 15:00
場所：南部公民館
問合先：南部公民館☎490041

南部公民館  文芸教室
第1期生若干名募集

南部公民館　冬の講座
■コーヒーのいれ方教室 ＜初級＞

ペーパーフィルター
を使っていつもの
コーヒーを本格的な
味に！コーヒーイン
ストラクターのわか
りやすい指導で、楽
しみながらおうちカ

フェのノウハウを身につけましょう。
クリスマスのホームパーティーにも
間に合いますよ。
日時：12/12（土）10:00 ～
参加費：600円※先着15名（託児つき）
■親子そば打ち教室
そば打ちに最適な季節到来。
親子のコミュニケー
ションは勿論、例年、
子どもの頑張りと集
中力が発揮される教
室です。自分で手打
ちしたそばは格別で
すよ。
日時：12/23（水・祝）9:30 ～
参加費：1 組 1000 円※先着 15 組
問合先：南部公民館☎49 0041

上映作品：「みすゞ」（2001 年・日本）
童謡詩人金子みすゞの波乱に満ちた
生涯を端正な映像で描く伝記映画。
日時：11/26( 木 )　13:30 ～
場所：アスティアかさい 3 階　多目
的ホール（入場無料）
問合先：地域交流センター
☎42 0106

無料映画上映会「ねひめ Film」

　2011 年 7 月 24 日にアナログテレビ放送は終了します。総務省では、高齢者を含む市民の皆様に説明会・相談会、ま
た外出が困難な方への戸別訪問相談を実施します。

地デジ放送に関する説明会・相談会、戸別訪問相談

【申込・問合先】　経営戦略室　☎428700　℻431800

■説明会・相談会（無料・申込不要）

開催日 会場
11 月 30 日（月） アスティアかさい 3階集会室
12 月 1日（火） 北部公民館
12 月 2日（水） 南部公民館
12 月 3日（木） 善防公民館
12 月 4日（金） 市役所多目的ホール

■戸別訪問（無料・要予約）
期間：11 月 30 日（月）～ 12 月 11 日（金）※土日可
申込：経営戦略室までお申し込みください。

申込書は、11 月 14 日以降に各戸に配送されます。

■地デジ相談コーナー（無料・申込不要）
期間：11 月 30 日（月）～ 12 月 11 日（金）
　　　平日の 10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:00
場所：市役所 1階市民ホール、アスティアかさい 3階ね

ひめホール

開始時間：① 10:00 ～　　② 14:00 ～
1 日 2回開催。1回 90 分程度

こどもだけでなく、若いパパ・ママ
にも、是非体験してほしい“昔の遊び”
で、家族のきずなを深めましょう。
日時：12/5（土）10:00 ～ 11:30
場所：加西市民会館3階　小ホール
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
講師：老人クラブ連合会の皆さん
定員：30組※参加費無料
締切：12/3（木）
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
「昔のあそび おしえてね」

長駅周辺には赤穂義士にまつわる史
跡が多くあります。今月は、多聞寺
で営まれる義士祭法要参席と周辺の
義士ゆかりの地をボランティアガイ
ドの案内で訪ねます。（少雨決行）
日時：12/14（月）9:10 ～ 12:30
集合場所：加西市観光案内所（北条町駅）
※長駅 9:25 に集合も可
コース：長駅より徒歩往復約3km
参加費：300円（保険料・講話料）別
途交通費要
申込先：観光案内所☎428823

ふるさと再発見ハイキング
長路の赤穂義士を訪ねる

今回は、郷里制などの律令制下の地
方支配の構造と、賀茂郡内の「楢原【な
らはら】里」や「酒見郷」など里や郷
のあった場所を考えていきます。
日時：12/12（土）10:30 ～ 12:00
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11回加西市史を読む会
古代4　「古代の賀茂郡」

子育ては文化　伝承遊びから学ぶこと
伝承遊びの必要性と伝えていく大切
さを学んでみませんか。
日時：12/8（火）10:00 ～ 11:30
場所：北部公民館
講師：キッズいわき  ぱふ  岩崎敏之代表
申込先：北部子育て学習センター
☎45 1523

地域の方と子育て講座

外国人講師といっしょにクリスマス
パーティーを楽しみましょう。異文
化に触れながら、パーティーへの自
然な参加術を学びます。
日時：12/13（日）12:00 ～ 14:00
会場：フラワーセンター　フルーリ
対象：婚活中の方ならどなたでも
定員：男女各20名（先着受付順）
参加費：3,500円
申込締切：12/5（土）17:00
申込先：北部公民館☎450103
（月～土の 9:00 ～ 17:00）

第4回婚活セミナー
パーティー上手になろう


