
開催日：11/14（日）
■雑誌リサイクルフェア 9:30 ～
保存期間を過ぎた雑誌を無料還元し
ます。お一人さま 10 冊まで（袋は
各自でご用意ください。）
場所：アスティアかさい3階交流プラザ
■フェルト絵本を作ろう
10:30 ～ 11:30
場所：アスティアかさい 3 階集会室
材料代：300 円
申込み：10/1（金）から先着 20 名
■子どもお茶会 13:30 ～ 15:30
場所：アスティアかさい3階交流プラザ
お茶代：300 円
■ニ胡コンサート 18:00 ～ 19:00
奏者：木塲孝志さん
場所：図書館 3 階くつろぎコーナー

■市民教養講座「不思議な笛の世界
～ストロー笛コンサート～」
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
参加費：大人300円、中学生以下100円

■中学生からの読書郵便
期間：11/2（火）～ 29（月）
場所：図書館 3 階パネルギャラリー

上記問合先：図書館☎42 3722

図書館まつり
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心と体を癒す力「笑
いと健康」の素敵
な関係について、
落語を通して簡単
にできる心のケア
の方法についての
講演会を開催いた
します。
日時：12/1（水）18:00 ～ 19:30
会場：健康福祉会館ホール
講師：三遊亭楽春師匠（落語家・真打）
参加費：無料
募集人員：先着 250 名
問合先：加西商工会議所総務課
☎42 0416 

メンタルヘルス講演会
「心と体を癒す笑いと健康づくり」

講座・イベント

北部公民館登録グループによる文化
祭を開催。文化祭記念公演とグルー
プ生による学びの成果を披露しま
す。一日講習会のご案内もあります。
日時・内容：
11/6（土）
・10:00 ～ 11:30 文化祭記念公演「石
田裕之アコースティックコンサート」
・ 9:00 ～ 17:00 作品展示
11/7（日）
・10:00 ～ 15:00 お茶席、
リサイクルバザー

・11:00 ～ 15:00 料理バザー
・ 9:00 ～ 15:00 作品展示
■お楽しみコーナー／展示ブースの
クイズに答えて賞品ゲット！
場所：北部公民館
問合先：北部公民館☎45 0103
（月～土曜日 9:00 ～ 17:00）

第29回北部公民館文化祭

高齢者のみなさんが、い
きいきと自分らしく生活
し続ける「元気」のため
の教室です。健康体操を
中心に、レクリエーションや講話な
ど楽しく心と体を動かしましょう。
対象者：おおむね 75 歳以上で体力
の低下を感じている方（介護保険の
認定を受けられている方を除く）
期間・回数：平成 22 年 11 月～ 23
年 3 月、各公民館全 10 回
場所・日時：
【中央公民館 ( 定員 25 名 )】
　第 1・3 木曜日、 9:30 ～ 11:30
　（初回 11 月 4 日）
【南部公民館 ( 定員 20 名 )】
　第 2・4 金曜日、13:30 ～ 15:30
　（初回 11 月 12 日）
【善防公民館 ( 定員 25 名 )】
　第 2・4 火曜日、10:00 ～ 12:00
　（初回 11 月 9 日）
参加費：1 回 300 円（初回に教材費
350 円別途）
持ち物：タオル、飲み物
申込期間：10/18( 月 ) ～※先着順
申込先：中央公民館☎42 2151
　　　　南部公民館☎49 0041
　　　　善防公民館☎48 2643

高齢者健康教室
生き活き ( いきいき )元気塾善防公民館の登録グループ・館外教

室の皆さんが、日頃の “ 学び “ の成
果を披露します。24 日は、毎年大人
気の手作りのバザーも開催します。
日時・内容：
10/23（土）
・ 9:00 ～ 17:00 作品展示
10/24（日）
・10:00 ～ 15:00 芸能発表
・ 9:00 ～ 15:00 作品展示
・ 9:00 ～料理・作品バザー、お茶
席など
問合先：善防公民館☎48 2643
（月～土の 9:00 ～ 17:00）

第21回善防公民館まつり

要約筆記の基本的な技術を学び、聴
覚障害者の社会参加を支える要約筆
記者を養成します。
日時：10/30 ～ 12/25（12/4 を除く
毎週土曜日）全 8 回 13:30 ～ 16:30
場所：小野市伝統産業会館（小野市
役所隣）
対象：18 歳以上の方で受講終了後、
要約筆記者として活動のできる方
費用：テキスト代 1,050 円
締切：10/22（金）まで。定員 20 名
※講座の内容、お申し込み方法等につ
いては、下記へお問い合わせください。
問合先：社会福祉課☎42 8725

要約筆記者養成講座
「基礎課程」受講生募集

全長約 14㎞に及ぶ、北条鉄道の沿
線を縦断します。懐かしい面影を残
す駅舎やガタゴトと穏やかな音をた
てながら走るレールバスを眺めなが
ら、ハイキングを楽しみます。
※少雨決行・事前申し込み不要
実施日：11/6（土）集合 10:00
集合場所：北条鉄道粟生駅
参加費：無料
問合先：神鉄グループ総合案内所
☎ 078-592-4611

北条鉄道縦断ハイキング
「ローカル線の魅力をたどる」

古代人の平均寿命は 30 歳前後だと
いわれています。これは、古代の戸
籍によって判りました。この戸籍に
より、家族構成なども明らかにされ
ています。今回は、古代の人口や家
族関係、自然集落の形成と、戸籍な
どの残された古代史料の魅力につい
てもお話します。
日時：10/30（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※市史購入者は無料
問合先：市史編集室☎43 0161

第20回加西市史を読む会
古代7　古代の村と家族

日時：11/13（土）・14（日）
9:30 ～ 15:00
場所：兵庫県いなみ野学園構内（加
古川市平岡町新在家 902-3）
内容：絵画等のクラブ活動発表、演
芸大会、野菜類などの販売
問合先：兵庫県高齢者大学いなみ野
学園☎ 079-424-3342

いなみ野祭
ふれあいフェスティバル

日時：11/8（月）・9（火）
17:40 ～ 20:00（原則両日参加）
講師：松本三男先生
場所：北条高等学校定時制　学習室
申込：11/2（火）まで。定員10人程度
費用：材料費等として 1,000 円
申込先：北条高等学校定時制
☎48 2311（受付 13:00 ～ 21:00）

兵庫県立北条高等学校（定時制）
陶芸教室

■リズムあそび
音楽に合わせ体を動かし遊びましょう！
日時：11/15（月）11:00 ～ 12:00
■家庭教育講座⑤
「人間らしい感情の育て方」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：11/5（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：11/22（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！
日時：11/16（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

約 400段の石段を登り、ランドマー
ク展望台に登頂します。池田輝政公碑
も見学予定。※小雨決行・当日参加可
日時：11/20（土）9:30 ～ 12:30
集合：加西市観光案内所
コース ： 中級向き（往復約 6km）
参加費：300 円（保険料・その他）
申込先：観光案内所☎42 8823

ふるさと再発見ハイキング
深秋の古坂路 名景探勝

3B 体操は赤ちゃんからお年寄りま
で、みんなで楽しめる健康体操で
す。手具を使い、音楽にあわせて楽
しく身体を動かすことで、心も身体
も健康になります。
■おやこコース　
日時：月 2 回月曜日 10:30 ～ 11:30
10/18・25、11/8・22、12/13・20、
H23.1/24・31、2/14・28、3/7・14
場所：北部公民館　体育室
対象：幼児と保護者
定員：30 組
参加費：月 1,100 円
■らくらくコース
日時：月 2 回木曜日 10:00 ～ 11:00
10/14・28、11/11・25、12/2・16、
H23.1/13・27、2/10・24、3/10・24
場所：北部公民館　和室
対象：概ね 60 歳以上の高齢者
定員：15 名
参加費：月 1,100 円

申込先：北部公民館☎45 0103
（月～土曜日 9:00 ～ 17:00）

3B体操後期参加者募集

北播磨地域の農産物加工グループが
誇る「ふるさと巻き寿司」の取り組
みを紹介。加西市からは「北部菜園」
が参加します。
日時：11/7（日）10:00 ～ 15:00
場所：多可町文化会館ベルディー
ホール及びその周辺
イベント内容：巻き寿司コンテス
ト、長い巻き寿司づくり、巻き寿司
販売、巻き寿司体験コーナー
問合先：巻き寿司応援団事務局（北
播磨県民局内）☎ 0795-42-6924

ハートにぐるっと！
北播磨巻き寿司街道

おじいちゃん、おばあちゃん、子育
て支援に関心がある方、一緒に学び
ましょう。先着 30 名。参加費無料
講座内容・日時：
■現代育児講座（今と昔の育児の違い）
10/27（水）10:00 ～ 11:30
■私だけの絵本をつくろう
11/13（土）10:00 ～ 11:30
■まーちんとおもちゃを作ろう！
11/25（木）10:00 ～ 11:30
■クリスマス会子どもたちと楽しもう！
12/4（土）10:00 ～ 12:00
■現代育児講座（祖父母の役割）
12/14（火）10:00 ～ 11:30
■加西市の子育て施策。私たちがで
きる子育て支援
1/19（水）10:00 ～ 11:30
申込：10/20（水）まで。下記まで
問合先：まちの子育てひろば事務局
☎ 0795-42-9355　℻ 0795-42-4050

最新！子育て・孫育て講座

三遊亭楽春師匠


