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講座・イベント

■てのひらの四季「美新 ( みに ) 盆
栽教室」（後期）教室生募集！
好評につき後期も開催します。盆栽
初心者の方のための教室です。
日時：10/16（土）、11/28（日）、
12/18（土）、H23.1/15（土）、
H23.2/19（土）　　9:30 ～ 11:30
場所：市民会館 2 階美術教室
材料費：1 回 2,000 円
定員：20 名
■第 44 回加西市盆栽展開催と作品
募集のお知らせ！
展覧会：11/4（木）～ 7（日）10:00
～ 17:00※ 7 日は 16:00 まで
場所：アスティアかさい 3 階　交流
プラザ
申込締切：10/5（火）まで

上記申込先：中央公民館☎㊷ 2151

中央公民館からのお知らせ

■加西市美術家協会展
日時：10/12（火）～ 17（日）
場所：交流プラザ
主催：地域交流センター登録団体　
加西市美術家協会
■「はじめてのフラ」無料講習会
日時：10/3（日）13:30 ～ 14:30
場所：スポーツスタジオ
主催：地域交流センター登録団体　
アロハ・サークル
■子育てママのおしゃれメイク講座
簡単にできるプロの肌メイクを学ん
でみませんか。
日時：9/27（月）10:00 ～ 12:00
場所：交流室
講師：木下ひろみ（資生堂）
参加協力金：100 円　
定員：10 名
託児：加西市ファミリーサポートクラ
ブ利用者（☎㊷ 0111）には半額補助
主催：地域交流センター登録団体　
加西ねひめーず

上記場所・問合先：地域交流センター
☎㊷ 0106（アスティアかさい 3 階）

地域交流センターからの
お知らせ ■不思議な笛の世界

　「神谷徹ストロー笛コンサート」
ジュースを飲む、あのストローがす
ばらしい楽器に変身。不思議で愉快
なストローパフォーマンス。驚きと
笑いがいっぱいのコンサートです。
日時：11/13（土）14:30 ～ 15:30
場所：アスティアかさい 3 階多目的
ホール
出演：神谷徹さん（リコーダー奏者）
定員：90 名（先着順）※小学生以上
対象。小学生は保護者同伴
募集期間：10/4（月）～ 11/5（金）
参 加 費： 大 人 300 円、 子 供（ 中 学
生以下）100 円※当日徴収
申込方法：電話、FAX、メール（代
表者名前、代表者電話番号、参加人
数）
問合先：自己実現サポート課
☎㊷ 8775　℻㊸ 1803
koryu@city.kasai.lg.jp

市民教養講座・図書館まつり

協力会員さんによる
絵本や紙芝居、手品
など、楽しい出し物
がたくさん。いろん
な材料を使って遊びながらの工作の
時間もあります。会員のおばちゃん
たちと一緒に、親子でわいわい楽し
く遊びましょう。
日時：10/23（土）13:30 ～ 15:00
場所：アスティアかさい 3 階集会室
定員：30 組
対象：小学校 6 年生までの親子、託
児ボランティアに興味のある方、協
力会員・依頼会員。
参加費：無料
申込締切：10/20 ( 水 )
申込先：加西市ファミリーサポート
クラブ☎㊷ 0111　℻㊷ 0133

ファミサポなかよし交流会
「みんなであそぼう」

■秋季講座受講生募集中
ハワイアンフラ・ウクレ
レ・ヨガ健康体操・自力
整体・ジャズダンス・キッ
ズダンス・バランスボー
ル・アロマストレッチ・ウエーブス
ト レ ッ チ・ は じ め て の ハ ン グ ル 入
門・フラワーアレンジメント
※開催日時、受講料など詳しくは募
集チラシ、窓口又は電話でお問い合
わせください。
問合先：市民会館☎㊸ 0160

市民会館からのお知らせ

北部公民館登録グループによる芸能
発表会を開催します。日頃の成果を
披露します。お楽しみに！
日時：10/3（日）12:30 開演
場所：北部公民館　体育室
問合先：北部公民館☎㊺ 0103

第35回北部公民館
ふるさとの祭典南部公民館グループが力を合わせ、

地域に元気を届けます。装いも新た
に、両日共メニュー満載。恒例のバ
ザーは土曜日開催です。
日時・内容：

・10/16( 土 )
10:00 ～作品展示・日用品 & 料理・

バザー　　　
13:30 ～お手玉 DE カルタ大会　

※当日受付・参加無料
・10/17( 日 )

9:00 ～作品展示・料理バザー　
10:00 ～芸能発表 　

■お手玉作りボランティア募集中
宮き野のつどいで「お手玉 DE カル
タ大会」を実施します。大型回想カ
ルタを使う一風変わったスポーツ型
カルタゲームは、地域のレクリエー
ションに最適です。そこで、大会に
使用するお手玉作りを手伝ってくだ
さる方を募集します。
問合先：南部公民館☎㊾ 0041

宮き野のつどい

■注意点
・出場時の料金精算が無人方式になります。
・年中無休 24 時間供用になります。※土日祝祭日及び夜間の無料開放がなくなります。
・使用料は従来どおりの 1 時間 100 円です。但し、入場から 24 時間までの上限を
1,800 円とし、以降 12 時間ごとの上限を 600 円とします。
・三井住友銀行利用の方の料金は、従来どおり 1時間を越える分のみ個人負担してください。
・契約店舗（四つ目旅館、北条無線、窪田歯科）利用の方の料金も、従来どおり店舗負担です。
・定期駐車料金についても従来どおり 5,000 円／月です。

市営駐車場のシステムが変わります（10月1日～）
　現在、料金精算等を有人方式で運営している市営駐車場（北条町栗田）を 10 月 1
日から、自動精算機を導入し無人方式の運営へ変更します。それに伴い、利用につ
いて次の事にご注意下さい。

市営駐車場

【問合先】　施設管理課☎㊷8750　℻㊷1998　shisetsu@city.kasai.lg.jp

河内城は同期に当市域を中心に北播
磨を支配した赤松一族衆在田氏の居
城。登城道、堀切跡などが残る。
※小雨決行・当日参加可
日時：10/23（土）9:30 ～ 12:00
集合：北部公民館東側駐車場
コース： 一般向き　往復約 5km
参加費：300 円（保険料・その他）
申込先：観光案内所☎㊷ 8823

ふるさと再発見ハイキング
戦国期の城址「河内城」登閣

今回は、「播磨国風土記」に記され
た賀茂郡の里と奈良時代の遺跡の分
布を比較し、古代集落の様相を考え
ていきます。
日時：9/25（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：市史編集室☎㊸ 0161

第19回加西市史を読む会
考古7「播磨国風土記」と古代遺跡

奈良時代に建立された住吉神社や酒
見寺の門前町、また山陽と山陰を結
ぶ交通の要衝として栄えた「北条の
宿」。繁栄とともに、商屋が贅を競っ
てつくった建物が随所に残る町並み
と 4 つの国登録文化財をガイドや宮
司・住職などの案内で散策します。
※コース約 3.5km、少雨決行、団体等
10 名以上での参加は事前予約要
日 時：10/2、10/23、11/13、11/27、
12/4 の各土曜日 10:30 ～ 14:20
集合場所：加西市観光案内所（北条
町駅待合室内）
参加費：無料（別途、五百羅漢拝観
料 200 円要）、昼食は各自持参
問合先：加西市観光案内所
☎㊷ 8823

4 つの国登録文化財を大満喫
「まち歩き  in  加西・北条の宿」

■運動会ごっこ
年齢に合わせた種目を用意。小さな
ハイハイのお友達から参加できるよ。
日時：10/1（金）10:30 ～ 12:00
■家庭教育講座④

「人間性を育てるほめ方・しかり方」
をテーマに講師を迎えてお話があり
ます。希望の方は託児もします。
日時：10/8（金）11:00 ～ 12:00
■ 3 歳さんおいでおいで！
対象児：H18.4 月～ H20.3 月生まれ
日時：毎週月曜日 13:30 ～ 14:30
■わいわいひろば
双子ちゃん・三つ子ちゃんのお母さん、
妊婦さんも一緒にお話しましょう。
日時：10/22（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。今月
は音楽療法士を迎え、音楽を使って
の遊びも親子で体験できます。
日時：10/19（火）10:30 ～ 11:30

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。

ねひめキッズからのお知らせ農地を安心して貸し借りするために
　効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権（農地の貸借、所有権移転など）
の設定を行うことで、農地法第 3 条の許可を得なくても農地の貸借契約が可能です。

■制度の内容／貸借契約の期間満了で、自動的に貸借関係が終了し、貸人へ農地が返還されるため、農地を安心して貸
すことができます。
※貸借の契約期間は 3 年、6 年、10 年間からの選択となります。

■利用権設定の手続き／ 3 月、9 月の各 1 ヶ月の間（年 2 回受付）に「加西市農用地利用集積計画参加申込書」
（貸人・借人の双方が必要事項の記載・押印が必要です）を下記問合先まで提出して下さい。その後、内

容の審査、農業委員会の決定など事務手続きを経て、契約が有効となります。詳細はお問い合わせ下さい。

【問合先】　農政課☎㊷8741　℻㊸1802　nosei@city.kasai.lg.jp

「しみんカード KASAI」により、印鑑登録証明書、住民票
の写し、税証明（課税証明、所得証明、納税証明）が取
得でき、手数料が 50 円安く、１部につき 250 円（住民
票は 5 人まで）。年末年始を除く 9:00 から 19:00 まで利
用可能です。　　　　　　　    問合先：市民課☎㊷ 8720

アスティアかさい 3 階地域交流センター内にも、
住民票等の自動交付機を設置しています。


