
播州歌舞伎の継承に取組んでいる播
磨農高郷土伝統文化継承クラブと市
内の伝統芸能団体との合同発表会で
す。秋の一日、地域社会が育んでき
た伝統芸能をお楽しみください。

日時：11/23（火・祝）10:00 ～ 12:30
場所：播磨農高内　歌舞伎棟
問合先：善防公民館☎48 2643

第18回ふれあい伝統芸能フェ
スティバル

各科・コースの農産物を販売します。
日時：11/23（火・祝）9:30 ～ 13:30
場所：県立播磨農業高等学校
駐車場：学校敷地内（誘導に従って
下さい）
問合先：県立播磨農業高等学校
☎42 1050

県立播磨農業高等学校「農高祭」

1514

講座・イベント

農産物販売、試食、動物ふれあいコー
ナーなど、楽しい催しがたくさん。
日時：11/20（土）10:00 ～ 15:00
場所：兵庫県立農林水産技術総合セ
ンター（別府町）※雨天開催
問合先：同センター☎47 2400

兵庫県立農林水産技術総合セ
ンターの公開デー

外国人と好きな食べ物を持ち寄って
楽しい時間を過ごしながら、生活習
慣の違いなどを気軽におしゃべりす
るパーティーです。※ポットラック
とは、料理を持ち寄るという意味。
日時：11/21（日）11:30 ～ 15:00
場所：健康福祉会館 3階研修室 3・4
対象者：食べることとおしゃべりが
好きな方※子供だけの参加は不可
持ち物：お箸、お皿、コップ、1 人
一品の食べ物※手作りでなくても可
申込先：MORE 地球家族（村上）
☎ 090-7340-0888

ポットラックパーティー

■クリスマス会
ドキドキ！わくわく楽しいマジック
ショー。サンタさんも来るよ！
日時：12/15（水）11:00 ～ 12:00
■家庭教育講座⑥
「親と子の心に響く家庭教育」をテー
マに講師さんを迎えてお話がありま
す。希望の方は託児もします。
日時：12/3（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：12/22（水）10:30 ～ 11:30
≪まちの子育てひろば応援団からの
お知らせ≫
■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：12/21（火）10:30 ～ 11:30
■高齢者との交流～クリスマス会～
mama ねひめさんによる人形劇。申
し込み締め切りは 11/26（金）
日時：12/4（土）10:30 ～ 12:00

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
学習と活動の成果を披露します。お楽しみください。

問合先：中央公民館☎42 2151

日時 内容 場所

11/27（土）
9:00 ～ 17:00

作品展示
（書道・手編み・和裁・日本画・水墨画・絵手紙・
短歌・俳句・川柳・竹細工・木彫り・フランス
刺繍・ちぎり絵・ボールペン習字・生花・写真・
表装・和菓子）

市民会館
コミセン
2階・3階

11/28（日）
9:00 ～ 15:30
10:00 ～ 15:00 茶席
10:30 ～ 12:00 作品バザー（木彫り・竹細工）

11:00 ～ 15:30 料理バザー（山菜おこわ・手打ちそば・ワッフ
ル・コーヒー・紅茶）

12:30 ～ 15:30

芸能発表会
（大正琴・歌謡・社交ダンス・銭太鼓・詩舞道・
舞踊・コーラス・マジック・着付け・太極拳・劇・
オカリナ・ヨーガ）

文化ホール

中央公民館学習発表会「中央ふれあいまつり」

みんなで作って食べよう年越しそば！
日時：12/19（日） 9:30 ～ 13:00
場所：市民会館 2 階料理教室
材料費：1 人 500 円
対象・定員：大人 15 名
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☎42 2151

「チャレンジ講座」
年越しそば打ち体験教室

■ハンドメイド作品展
日時：11/28（日）10:00 ～ 16:00
場所：交流プラザ
主催：地域交流センター登録団体　
cache cache cou cou!
■産前産後の自力整体
産前・産後の妊婦さん、産後に不調
を感じ始めた女性を対象に「整体」
を通じて「自力」で身体を整える無
料教室です。
日時：12/2（木）10:30 ～ 12:00
場所：集会室
持ち物：ヨガマット、長めのタオル、
飲み物、運動のできる服装
定員：10 名　
主催：地域交流センター登録団体み
かん
■ストリートダンス教室
ヒップホップ、ロックダンスの無料
教室です。
日時：12/1（水）、8（水）、15（水）
小学生 18:00 ～、一般 19:30 ～
場所：スタジオ
定員：各 15 名
主催：地域交流センター登録団体　
Do-it

上記問合先：地域交流センター
☎42 0106

地域交流センターイベント情報

日時：12/8（水）18:00 ～ 20:00
受付 17:30
場所：小野市うるおい交流館エクラ
講師：社税務署担当官、落語家　桂
きん太郎さん
定員：500 人
締切：11/22（月）
申込先：社納税協会
☎ 0795-42-0360　℻ 0795-42-4449

e-Taxクスクス トクスル説明会お正月を少し豪華に彩ってみません
か。初心者の方もお気軽にご参加く
ださい。
日時：12/26（日）
① 10:30 ～　② 13:00 ～
定員：各 15 名
持ち物：花切りバサミ、持ち帰り用袋
参加費：3,700 円（花代含む）
締切：11/25（木）
申込先：市民会館☎43 0160

お正月用フラワーアレンジメント

リラクゼーションストレッチ、呼吸
法で心身をリフレッシュ。定員 20名
※センター新規利用者優先
日時：1/17 ～ 3/7 の毎週月曜日（8
回コース）10:00 ～ 11:30 ※ 1/17 は
保健師の講話「心の健康づくり」も実施
対象：概ね 40 ～ 69 才の方
申込み：11/22（月）～ 12/3（金）
申込先：国保健康課☎42 8723

こころの健康
リラクゼーション教室

家族で蓮根掘りの体験をしてみませ
んか。個人でも可能です。希望の方
は下記まで申し込みください。
日時：11/21（日）※雨天順延
午前の部 09:30 ～ 11:30
午後の部 13:00 ～ 15:00
場所：加西市大工町 383
参加費：大人 300 円、
　　　　小学生以下 100 円
持ち物：長靴、ゴム手袋、タオル、
ミツコ、スコップ等
申込先：大工町区長（神田定秀）
☎45 0515　℻45 0877

蓮根掘り参加者募集

心あたたまる、ほのぼのとした物語
「ふしぎの森のヤーヤー」。人形劇団
「えりっこ」がリズミカルに、そし
てダイナミックにお送りします。
日時：11/20（土）13:30 開場、
14:00 ～ 15:00
場所：市民会館コミセン娯楽室
参加協力費： 入会金 300 円、会員費
月 800 円、但し 3 ヵ月は続けて下
さい。会員は参加費無料。会員外は
参加協力費 500 円（3 才以下無料）
申込先：加西おやこ劇場☎43 0830
（火木金 10:00 ～ 15:00）

加西おやこ劇場舞台鑑賞会
「ふしぎの森のヤーヤー」 愛の光幼稚園保護者会「愛の光コー

ラス」のクリスマスコンサート。入
場無料
日時：12/4（土）19:00 ～
場所：アスティアかさい 3 階
問合先：愛の光幼稚園☎48 2733

愛の光コーラス X'mas ライブ

受刑者の制作した刑務作業製品の展
示即売会や矯正に関する資料展示や
施設見学を行います。また、久保利
明棋王・王将も来場予定。
日時：11/27（土）10:00 ～ 16:00
場所：播磨社会復帰促進センター
（加古川市八幡町宗佐 544）
問合先：同センター
☎ 079-430-5503

はりま矯正展

鎌倉期の石棺仏や、室町期の赤松一
族にゆかりの遺構等、多くの歴史遺
産が残る歴史の町、北条町小谷。ガ
イドの案内で訪ね往時を偲びません
か。※小雨決行・当日参加可
日時：12/9( 木 ) 9:30 ～ 12:00
集合：加西市観光案内所
コース：初級向き　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
赤松所縁の小谷城址と石仏探訪

くらし

11 月は児童虐待防止推進月間
児童虐待に関する相談対応件数は
年々増加しており、子どもの命が奪
われる悲しい事件も後を絶ちませ
ん。児童虐待問題は社会全体で解決
すべき重要な課題であり、児童虐待
について認識を深めることが大切で
す。期間中、全国的に啓発活動（オ
レンジリボン・キャンペーン）が行
われます。
児童虐待は早期発見が大切です。「お
や？」と気になることがありました
ら迷わず連絡ください。
■児童虐待での緊急連絡先
　兵庫県中央こども家庭センター
　☎ 078-923-9966
　児童虐待 24 時間ホットライン
　☎ 078-921-9119
問合先：社会福祉課☎42 8709

見すごすな
幼い子どもの SOS

多文化共生ルーム「グローバルフレ
ンズ」で上記展示を開催中。
日時：11/28（日）まで
場所：アスティアかさい 3 階　地域
交流センター
■ブラジル料理教室「パステルを作ろう」
日時：11/21（日）10:30 ～ 12:30
定員・参加費：10 名、300 円
■ラテン音楽ミニライブ「ボサノバ
とサルサを中心に」参加費無料
日時：11/21（日）14:00 ～ 15:00
※ブラジルコーヒーと珍しいお菓子つき
問合先：自治参画課☎42 8706

多文化共生ルーム
「ブラジルの歴史と文化展」

■広告事業者募集
加西市では、財源確保対策の一環として、市が発行する
印刷物（広報かさい、公用封筒、窓付き封筒、窓口用封
筒等）や市ホームページに企業広告を導入しています。
詳細については、下記にお問い合わせいただくか、市ホ
ームページの「広告募集中」をご覧下さい。
問合先／財務部財政課☎42 8704

播州歌舞伎

現在、市の将来設計図である第 5 次
加西市総合計画の策定を進めていま
す。市内各種団体代表や分野毎の有
識者等からなる審議会を次の通り開
催。是非とも傍聴にお越し下さい。
日時：11/24（水）14:00 ～
場所：健康福祉会館 2 階研修室
問合先：経営戦略室☎42 8700

総合計画審議会傍聴のご案内


