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講座・イベント
■しんちゃんと遊ぼう
春風小イチローさんによる腹話術が
あります。しんちゃんとの楽しい時
間の後はバルーンで遊びます。
日時：6/16（水）11:00 ～ 12:00
■ 3 歳児さんおいでおいで！
3歳児を対象とした親子遊びコーナー
日時：毎週月曜日 13:30 ～ 14:30
対象児：平成 18 年 4 月から平成 20
年 3 月生まれ
■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：6/22（火）10:30 ～ 11:30
■家庭教育講座①
「豊かな個性をどう育てるか」をテー
マに講師さんを迎えてお話がありま
す。希望があれば、支援員が託児を
します。
日時：6/2（水）11:00 ～ 12:00
≪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：6/15（火）10:30 ～ 11:30

ねひめキッズからのお知らせ

上記問合先：ねひめキッズ☎42 5710
開園日時：月～土 10:00 ～ 15:00 
登録、利用料は不要です。
※ 5/21（金）は臨時休園（清掃のため）

善防公民館からのお知らせ
■加西再発見お宝マップ作り
仲間と一緒に歩
いて地域のお宝 
を探し、「いい
ところマップ」
をつくりましょ
う。
日時：5 ～ 2 月の第 3 水曜日
9:00 ～ 12:00　初回 5/19（水）　
場所：市内全域
参加費：交通費・拝観料等は実費
定員：20 名
■男のヨーガ体験教室
「体を動かしたいなぁ～」と思われ
ている方。１度体験してみません
か。体がかたくても大丈夫。呼吸に
合わせて無理なく、ご自分のペース
でできます。
日時：5/24・31、6/21・28 各月曜
日 13:30 ～ 14:30
場所：善防公民館 2 階　和室
対象：男性の方（ご夫婦・親子での
参加も OK です）
参加費：無料
持ち物：バスタオル
主催：善防公民館登録団体あさがお

上記問合先：善防公民館☎48 2643
℻48 3085（電話受付は、月～土曜
日の 9:00 ～ 17:00）

加西市さつき同好会の皆さんを中心
に丹精こめて育てた、さつき盆栽と
山野草を展示します。
日時：5/28（金）9:00 ～ 17:00
　　　5/29（土）9:00 ～ 17:00
　　　5/30（日）9:00 ～ 15:00
場所：アスティアかさい 3 階　交流
プラザ
※先着100 名に山野草の苗をプレゼント。
※ご自分で育てられたさつき盆栽の展
示をご希望の方は、5/21（金） までに
北部公民館までお申し込みください。
問合先：北部公民館☎45 0103
℻45 0886

第42回　加西市さつき展

市民会館からのお知らせ
■ 6代目「三遊亭円楽」襲名披露落語会
日時：6/20（日）開演 14:00 ～ 
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 4,000 円※当日 500 円増、友の
会会員 10％引チケット発売中
【チケット発売先】市民会館他、市
内プレイガイド
問合先：市民会館☎43 0160

「なりたい私」を探してチャレンジ　男女共同参画週間（6月23 ～ 29日）

【問合先】　自治参画課☎428706

　加西市は、「一個人、一人間」として、ひとりひとりがその個性と能力を十分に発揮しながら、あらゆる分野に、男女
が平等に社会進出できるよう応援します。
　内閣府の男女共同参画推進本部は、毎年 6月 23 日から 29 日までの１週間を「男女共同参画週間」と定めています。

■加西市の公用車保有状況
　加西市はできるだけ「資産を持たない自治体経営」を進めています。
　例えば平成 16 年度末に 123 台あった公用車を、平成 21 年度末には 108 台に減らしました。5年前に市長車・助
役車の 2台を売却したのを皮切りに、この 5年間で 34 台を処分（バキューム車 3台、ゴミ収集パッカー車 3台、一
般公用車 20 台、中型バス 1台など）し、19 台を更新しました。これにより、売却代金（総額約 1,125 万円）を得た
だけでなく、公用車に関わる税金、保険料、車検代、修繕費、燃料代、部品代などの年間経費も、平成 16 年度対比
で毎年 80 万円前後を節減できています。
　排ガス規制に適合しない老朽化車両や使用頻度の低い車両は売却処分するとともに、最低限必要な車両については
財政状況を見ながら燃費性能・環境性能の良いものに順次更新しています。平成 21 年度末に国から「地域活性化経
済危機対策臨時交付金」総額約 1億 9千 5百万円が加西市に交付されましたので、国が定めた使途に合致する様々
な設備投資（光ファイバー網の整備、火葬場の大改修など）や備品購入（小中学校のパソコン 264 台、加西病院の
空気清浄機の購入など）につかうとともに、ハイブリッド自動車 2台（エスティマ 1台、プリウス 1台）を買い入
れました。エコカー減税や低公害車導入補助金などの優遇措置もあって相当割安に買換えできました。なお、エステ
ィマについては、市長・副市長の移動や来客の送迎、大人数の現場視察などにも使えるように 7人乗りとしました。
　今後も救急車、消防車、その他必要最小限の公用車は保有せざるを得ませんが、それらの効率的な利用や電動アシ
スト自転車などへの転換を図っていきます。また、市役所業務の性格上、平日夜間や土日祝祭日には多くの公用車は
稼動していませんので、その間、カーシェアリングやレンタカーとして公用車を一般市民に使っていただくことも検
討しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（経営戦略室）

館外学習で植物の観察などを行い、
自然体験を通して、環境について考
えてみましょう。
講師は、長年に渡って加西の野山の
花をご研究され、昨年「花彩譜」を
出版された井上博明先生です。年 3
回開催
日時：6/25（金）9:00 ～ 16:00
場所：養父市　蔵垣  かいこの里交
流施設・大庄屋記念館など
定員：20 名（初めて参加される方のみ）
参加費：年会費 1,000 円　他体験料
など実費
申込先：北部公民館☎45 0103
℻45 0886

自然と環境教室受講生募集

日時／ 6月 26 日（土）13:30 ～ 16:00
場所／アスティアかさい 3階　地域交流センター
第一部　トークセッション「仕事と私」13:30 ～ 14:25
・小野千佐子さん（コミュニティビジネス）
・長谷川まゆみさん（キャリアコンサルタント）
・女性消防士（加西市消防職員）
第二部　講演　中川智子さん（宝塚市長）14:30 ～ 15:30
第三部　トークサロン　15:35 ～ 16:00

■かさい女性チャレンジまつり
　男性看護師、男性保育士、女性消防士、女性NPO理
事など、新しい職種や職場でいきいき輝いている男女
の事例を紹介するパネルを展示します。
期間／ 6月 23 日（水）～ 7月 4日（日）
場所／アスティアかさい 3階　交流プラザ

■男女共同参画週間パネル展示

一の谷合戦と鵯越の真相
京の都を奪取した源氏は、平氏の拠
点福原を目指し軍勢を進めます。源
氏は播磨路と山陽道を攻略し、つい
に福原への侵入を試みます。今回
は、「平家物語」でもヤマ場になっ
ている一の谷合戦と鵯越について、
新説を交え真の姿を見ていきます。
日時：5/22（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：市史編集室☎430161

第15回　加西市史を読む会
中世5　源平の争乱と播磨

楢原里玉野村は播磨風土記に「朝日
夕日に隠れぬ地」と記され古代より
栄えた地。周辺には今も多くの遺跡
が点在します。今回は、山伏峠薬師
堂などの石仏を訪ねます。
（少雨決行・当日参加可）
日時：6/27（日）10:00 ～ 12:30
集合：加西球場駐車場東口
コース：加西球場から山伏峠薬師堂
（玉野町）まで往復5km※一般向き
参加費：300円（保険代）
申込先：加西市観光案内所
☎428823

ふるさと再発見ハイキング
「玉野路の古代石仏探訪」

　定年後のライフスタイル見直し講座。今回は燻製作
りにチャレンジします。※参加費 2,500 円（材料費等）
日時／ 6月 27 日（日）10:00 ～ 12:00
場所／東はりま日時計の丘公園（西脇市黒田庄町）
講師／井上吉一さん（クンセイ教室講師）
申込先／北部公民館☎45 0103

■第 2回がんばれ！おやじ講座
くんせい


