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南部公民館　冬の講座
■親子そば打ち教室
ちびっ子そば打ち名人誕生なるか。
高学年は一人での参加もOKです。
日時：12/23（水・祝）9:30 受付
参加費：一人500円（幼稚園児以上）
定員：先着 15 組※締切り間近
■新春かるた大会
「百人一首」や「なかよしかるた」年
の始めの大勝負。腕に覚えのあるち
びっ子、おじいちゃん、おばあちゃん、
ご家族揃って遊びにきてください。
あたたかい豚汁のおもてなし付き。
日時：1/6（水）10:00 ～ 12:00
参加費：お餅 2 個※当日受付
問合先：南部公民館☎㊾ 0041

　子育て応援特別手当 ( 平成 21 年度版 ) は、本年度において小学校就学前 3年間に属
するお子様一人当たり、3万 6千円を支給することとなっておりましたが、国の事業見
直しにより執行停止されることとなりました。
　支給対象者の皆様をはじめ、多くの方々にご迷惑をおかけいたしましたことを心から
お詫び申し上げます。

子育て応援特別手当(平成21年度版) の執行停止について

【問合先】　こども未来課　☎㊷8726

成人としての第一歩を踏み出され、
夢と希望に輝く新成人の皆さんをお
祝いする成人式を開催します。
また、成人式実行委員会では社会貢
献の 1 つの取り組みとして、ペット
ボトルのキャップを集めています。
ご協力をお願いします。
日時：1/11（月・祝）10:00 ～
受付9:30 ～ 10:00
場所：市民会館　文化ホール
対象者：市内に在住し。平成元年4
月2日～平成2年4月1日に生まれた
方（案内を送付します。市外へ転出
された方で出席を希望される方は、
当日会場で受け付けます）
問合先：自己実現サポート課
☎㊷8772

はばたけ新成人
加西市成人式のお知らせ

　冬季に入り空気が乾燥し、火災の起こりやすい気候になっております。
11 月末現在の火災件数は 24 件で、建物火災が 8件と全体の 33 パーセントを占め、こ
のうち住宅火災が 6件発生しました。住宅火災の出火原因は「火の取扱不注意 3件」「放
火、タバコ、てんぷら油各 1件」となっています。
年末年始を迎え家庭内での火の取り扱いが増えてきますので、十分注意しましょう。

年末火災特別警戒実施「12月28日～ 30日」

【問合先】　消防本部　☎㊷0119

・寝たばこは、絶対にやめる。
・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
・火を使用するときは、その場を離れない、離れるときは、必ず火を消す。

全国統一標語
「消えるまで　ゆっくり火の元　

にらめっ子」

輝かしい新春を寿ぐため、新年交歓
会を開催します。どなたでも参加で
きます。ぜひお越し下さい。
日時：1/4（月）13:00 ～
場所：アスティアかさい 3 階交流プ
ラザ
主催：加西市・加西市議会・加西商
工会議所
問合先：秘書課☎㊷ 8701

新年交歓会

いこいの村裏山のランドマークに
登って初日の出を拝み、下山後みん
なでお雑煮を食べて新年を祝う新春
のつどいを開催します。
※小学生以下には参加賞があります。
日時：1/1（金）受付 6:00 ～
集合場所：加西球場東側駐車場
問合先：青少年団体連絡協議会事務
局☎㊷ 8775

新春のつどいのお知らせ

市民会館からのお知らせ
■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
■桂文珍独演会

日時：2/20（土）
15:00 開演
場所：市民会館文化
ホール
入場料：全席指定
S 席 4,000 円、A 席
3,000 円※当日 500 円

増・友の会会員 5％引
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

今年もまもなく大晦日がやってきま
す。ちょっと早い「年越しそば」を
自分で打って食べてみませんか？
日時：12/23（水・祝）9:00 ～ 13:00
場所：市民会館2階　料理教室
定員：25名（先着順）
参加費：1人500円
持ち物：タオル 2本（1度洗濯したも
の）・三角巾・エプロン
申込先：中央公民館☎㊷2151

みんなで挑戦「年越しそば」
そば打ち体験教室開催

■クリスマスクラフト作りと絵本の
読み聞かせ
日時：12/19（土）13:30 ～ 15:30
場所：集会室
材料費：1人300円※当日受付
対象：幼稚園児～小学校6年生
主催：加西レクレーションクラブ
■クリスマスダンスパーティー
初心者のための無料体験レッスン
日時：12/23（水・祝）17:00 ～ 17:45
場所：交流プラザ※当日受付
主催：ダンスサークル　すみれ
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

上万願寺町の東光寺で室町時代より
続く伝統行事「田遊び」「鬼会」が行
われます。古代ゆかしい伝統ある行
事をボランティアガイドが案内しま
す。（会席料理付き）
日時：1/8（金）17:00 ～ 21:00
定員：22名予約要
集合場所：いこいの村はりま（加古
川駅・北条町駅も可）
参加費：日帰り 3,150円
　　　　1泊2日7,000円
申込先：いこいの村はりま☎㊹1750

国指定重要無形民族文化財
「田遊び・鬼会」鑑賞バスツアー

■みんなでおめでとう
新しい年もお友達と一緒にいっぱい
遊びましょう。親子で歌ったり、ゲー
ムしたりて遊ぶよ！
日時：1/15（金）11:00 ～ 12:00
■ 3･4 歳児さんあつまれ！
日時：1/13（水）・29（金）11:00 ～ 11:30
■わいわいひろば
日時：1/22（金）10:30 ～ 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！
今月は、歯科衛生士さんを迎え、歯
の衛生・ブラッシングについてのお
話があります。
日時：1/19（火）10:30 ～ 11:30

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。年末年始
の休業期間は 12/29（火）～ 1/3（日）
問合先：ねひめキッズ☎㊷ 5710

日時：12/23（水・祝）9:00 ～ 11:00
集合場所：市役所玄関前
清掃場所：市役所周辺 10 コース
内容：道路脇のゴミ・空缶拾い。終
了後は豚汁の炊き出しがあります。
参加料：無料
主催：社団法人倫理研究所家庭倫理
の会かさい市
申込先：長田達子税理士事務所
☎㊷ 1095

第10回クリーンアースデー

はばタンやほっぽ君
などのゆるキャラと
遊ぼう。参加費無料。
日時：12/20（日）
14:00 ～
場所：アスティアか
さい 1 階センター
コート
出演：ジュニアリーダー・Nalko 連
おどりや・かさいマジック研究会・
劇団おおきな木
問合先：加西市民劇団おおきな木
☎㊷ 2382

ねひめ dePON のクリスマス

神戸出身の人気シンガーソングラ
イター石田裕之さんが市内酒蔵で
コンサート。市民モデルによるお酒
ファッションショーもあります。
日時：1/24（日）15:00 ～ 16:40
場所：ふく蔵（三口町）
参加費：1 人 2,000 円※当日受付
問合先：MORE 地球家族（村上）
☎ 090-7340-0888

心ほっこり酒蔵コンサート

議会改革についての市民懇談会のご案内
議会改革について市民の皆様から直接ご意見をいただくための懇談会を開
催します。広く市民の皆様を対象にしておりますので、是非ご参加ください。
日　時：12 月 23 日（水・祝）13:30 ～ 15:00
場　所：市民会館コミセン小ホール
内　容：「加西市議会に関するアンケート」結果について
　　　　「議会基本条例の現状」について
問合先：議会事務局☎㊷ 8790




