
加西市の未来の学校づくり検討委員
会の委員長として、教育への熱い思い
と識見をお持ちの竺沙知章准教授に
講演していだだきます。参加者との質
疑応答もあります。参加は自由で無料。
日時：1/26（火）19:00 ～ 20:30
場所：市民会館コミセン小ホール
問合先：教育総務課☎㊷8770

兵庫教育大学の竺沙准教授と
加西市の教育を語ろう
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講座・イベント 薪割会参加者募集
伐採された原木をチェーンソーで玉
切り、薪割りする薪割会の参加者を
募集します。割った薪は参加者で分
配し、お持ち帰りいただきます。
日時：①2/11（木・祝）10:00～ 16:00
　　　②2/21（日）10:00～ 16:00
　　　※どちらか一方のみ
場所：田谷町内※ 10:00 現地集合
定員：1 回 10 組まで※先着順・要予約
参加条件：薪ストーブ所有者、また
は購入予定者
参加費：1 組 4,000 円（原木代、保
険料含む）
道具等：チェーンソー 5 台程度、薪
割機 3 台、斧等、必要な道具は主催
者側で準備しますが、お手持ちの道
具があれば持参ください。
締切：1/29（金）
問合先：加西市バイオマス地域協議
会（バイオマス課内）☎㊷ 8716

一度保育所に出かけてみませんか？
きっと、楽しい出会いが待っていま
すよ。保育所に来て親子みんなで遊
びましょう。
日時・場所：10:00 ～ 11:30
九会保育園　1/20（水）
賀茂幼児園　1/21（木）
日吉保育園　1/26（火）
泉第三保育所1/29（金）
北条南保育所2/ 3（水）
※泉第3保育所には「動くこどもの館
号」が来るよ！
対象：在宅で子育て中のお母さんと
こども
費用：傷害保険料	50円
申込先：こども未来課☎㊷8726

保育所であそぼう
参加者募集

真剣に結婚を考えている方に、ゆっ
くり落ち着いてお話して頂ける時間
を設けました。今回、男性には婚活
アドバイザーより「恋の攻略法」、女
性にはカラーコーディネーターによ
るワンポイントレッスンもあります。
日時：1/31（日）男性 13:00 ～ 17:00
　　　　　　　　女性14:00～ 17:00
会場：タカガワ　オーセントゴルフ
倶楽部内コンペルーム（別所町）
定員：男女各 15 名（先着順）
条件：男性 30 歳以上独身の方
　　　女性 28 歳以上独身の方
費用：男性 3,000 円、女性 2,000 円
応募締切：1/25（月）
応募方法：兵庫県との協催のため、
ひょうご出会いサポートセンターの
ホームページをご覧下さい
問合先：トークオフィス Jun
☎ 0794-63-7330

結婚応援セミナー＆交流会

市民会館からのお知らせ
■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
■島津亜矢 コンサート
日時：5/16（日）
※開演時間未定、入場料未定
場所：市民会館文化ホール
チケット発売日：
友の会 2/15（月）、一般 2/20（土）
※いずれも 9:00 から発売
チケット発売先：市民会館ほか市内
各プレイガイド
問合先：市民会館☎㊸ 0160

■保障の基礎知識
国民年金など年金のこと、保険、貯
蓄など自分の将来のくらしを見つめ
る基礎的な学習です。※当日参加可
日時：1/22（金）10:30 ～ 12:00
場所：集会室※参加費無料
主催：コープの仲間たち　
■米粉で作ろう ! バレンタインケーキ
日時：2/10（水）9:30 ～ 12:00
場所：キッチンルーム
受付：1/25（月）～※要予約
定員・材料費：7組・500円
持ち物：エプロン、三角巾　お子さ
んの飲み物※無料託児所あり
主催：まちの子育てひろば応援団　
みつばちくらぶ
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

古代より栄え多くの史跡が残る富田
地区南部 ｢坂田庄｣。法道仙人の石
舟や戦国の武将赤松政則最後の地長
円寺などをガイドの案内で訪ねま
す。
日時：2/27（土）9:30 ～ 12:30
集合：加西市観光案内所(北条町駅内)
コース：一般向き　往復約6km
参加費：300円（保険料・その他）
申込先：観光案内所☎㊷8823

ふるさと再発見ハイキング
坂田庄の史跡と歴史探訪

ひろげよう NPO フェスタ開催
地域のNPO活動の紹介やパネルディスカッション、その他、NPO体験コー
ナー・多国籍フードコーナーなど多彩な催しを行います。
日 時：2 月 21 日（日）10:00 ～ 15:00　
場 所：アスティアかさい 3 階　地域交流センター
基調講演：「チャレンジしよう地域貢献」
　　　　　講師　NPO 法人コムサロン 21 理事長　	前川裕司さん
問 合 先：地域交流センター☎㊷ 0106

■コーヒー教室～ Valentine編～
好評のクリスマス編に続き第２弾。
ドリップ式をマスター。バレンタイ
ン向けのアレンジコーヒーを体験。
スイーツと一緒にどうぞ。
日時：2/13（土）10:00 ～
■自分らしい表現力を見つける
作家・雑誌編集者として活躍中の尾
崎美紀さんが指導。想いをつづる魅
力を伝えます。
日時：2/26（金）13:00 ～
場所：アスティア加西OA ルーム
※いずれも 1/25 から受付。先着15名
問合先：南部公民館☎㊾0041

南部公民館
「自分磨きのある生活」を応援

たいせつな人に心をこめてチョコ
レート・スウィーツを作りましょう。
男性の方もぜひご参加ください。素
敵なラッピングもできます。
日時：2/7（日）13:00 ～ 16:00
会場：北部公民館　料理教室
対象：婚活中の方ならどなたでも
定員：16名※申込多数の場合は抽選
参加費：1,800円
持ち物：エプロン、三角巾、ハサミ
申込締切：1/29（金）17:00
申込先：北部公民館☎㊺0103
（受付月～土曜日の 9:00 ～ 17:00）

第5回　婚活セミナー
バレンタインスウィーツ＆
ラッピングセミナー

今回は、播磨地方に広がる法道仙人
伝承と、その誕生にまつわる天台宗
など顕密仏教の展開や、「山寺の聖
【ひじり】」と呼ばれた山岳修行者に
ついて解説します。
日時：1/16（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12回　加西市史を読む会
中世4「顕密仏教の展開」

昨年6月からスタートした本講座も
5回を数え、最終回を迎えることに
なりました。最後のテーマは「環境
と家計にやさしい住まい方」。環境
だけではなく家計のことも学びま
す。初めての方もお気軽にご参加く
ださい。
日時：2/17（水）13:30 ～ 15:30
場所：市民会館2階	視聴覚室
参加費：無料
持ち物：筆記用具等
申込先：中央公民館☎㊷2151

Let’s トライエコ教室

安心してこどもを預かるために
ちょっとしたアイデアを専門家に聞
きます。田中千代野先生の絵本読み
聞かせもあります。※参加費無料
日時・内容：
■「子 ど も の 発 達 と 絵 本 読 み 聞 か
せ」2/5（金）9:45 ～ 12:00
■「預かり体験発表」「子どもの病
気･ ケガの緊急対処と人命救助法」
2/8（月）9:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3階　会議
室・集会室
対象：託児ボランティアに興味のあ
る方、子育て中の方
定員：30名※託児あり（要予約）
募集締切：2/2(火)
申込先：加西市ファミリーサポート
クラブ☎㊷0111

託児サポーター養成研修会
のお知らせ

日時：①2/9（火）②2/16（火）
③2/23（火）④3/2（火）計4回
13:30 ～ 15:30
場所：健康福祉会館　3階研修室
講師：1億人元気運動協会　草山美
佐子さん　ほか
内容：介護予防ってどんなこと（講
義）、いす体操に挑戦（実技）、交流会
対象者：地域での介護予防推進に協
力いただける方
申込締切：2/1（月）※先着30名まで
申込先：社会福祉協議会地域福祉推
進室☎㊸1281

介 護 予 防 い き い き は つ ら つ
リーダー養成講座

（ステップアップ編）

■まめまき
「鬼は外！福は内！」
一緒に豆まきをし
てあそぼう。ペープ
サートのお話もある
よ。お楽しみに！
日時：2/3（水）11:00 ～ 12:00
■歌ってあそぼう！
県民局より、歌のお姉さんが来るよ。
一緒に遊ぼうね！
日時：2/17（水）11:00 ～ 12:00
■ 3・4 歳児さんあつまれ！
日時：2/4（木）・23（火）
11:00 ～ 11:30
■わいわいひろば
日時：2/22（月）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！
今月は県民局より看護師が来られま
す。お母さんの体についてお話がき
けます。
日時：2/16（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。
問合先：ねひめキッズ☎㊷ 5710

もちつき、羽つき、
たこあげ、こままわ
し、わた菓子、ポン
菓子、腹話術などな
ど、盛りだくさんの
なつかしい楽しい遊びです。
日時：1/24（日）10:00 ～ 12:00
場所：善防公民館
参加費：全て無料
主催：善防公民館登録グループ連絡
協議会
問合先：善防公民館☎㊽ 2643
（受付月～土曜日 9:00 ～ 17:00）

なつかしの正月遊びの集い

ちくさ




