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講座・イベント

日時：1/15（土）※雨天1/16（日）
開会式9:00　競技開始9:30
場所：善防中学校周
辺コース
参加資格：加西市内
に居住、勤務、通学
している人
チーム編成：
5人で 1 チーム
・一般の部（中学生以上で編成した
チーム※男女不問）総距離10.6km

・壮年の部（30歳以上で編成した
チーム※男女不問）総距離8.9km

・女子の部（中学生以上の女子で編
成したチーム）総距離8.9km
参加費：中学生以下の選手が 3名以
上のチーム 1,000円、16歳以上が 3
名以上のチーム 2,000円
申込締切：1/7（金）必着
申込先：〒675-2223加西市三口町
740　加西市陸上競技協会　稲岡進
☎482077

第39回市民駅伝競走大会

■燻製にチャレンジ！ Part2
　「燻製器づくりとスモークサーモン」
日時：2/6（日）9:30 ～ 12:30
場所：北部公民館
講師：クンセイ教室講師の井上吉一
さん
対象：主に中高年の男性（ご家族で
の参加も歓迎）
定員：20 組
参加費：2,800 円
持ち物：万能バサミ（ブリキが切れ
るもの）、木槌又は金槌、カセット
コンロ、カセットボンベ（1 本）軍手、
燻製を持ち帰る容器やビニール袋
主催：北部公民館・自治参画課（男
女共同参画センター）共同事業
申込締切：12/25（土）
申込先：北部公民館☎45 0103
男女共同参画センター☎42 0105

第6回がんばれ！おやじ講座

やっぱり年末は「そば」でしょう。
ということで、今年も登場です。
なんぶ星三つそばに家族で挑戦！
打ち立てのお蕎麦をみんなでいただ
きましょう。
日時：12/25（土）9:00 ～ 12:00
場所：南部公民館
参加費：1,200 円（2 人ペア）
持ち物：エプロン、三角布、タオル
※限定 12 組、締切り 12/22（水）
問合先：南部公民館☎49 0041

チャレンジ！そば打ち体験

いこいの村裏山の
ランドマーク展望台
に登って初日の出
を拝み、下山後み
んなでお雑煮を食
べて新年を祝う新
春のつどいを開催
します。「ランドマー
ク展望台写真展」も行っています。
※小学生以下には参加賞があります。
日時：1/1（土）6:00 ～（受付）
集合場所：加西球場東側駐車場
問合先：青少年団体連絡協議会事務
局☎42 8775

新年をランドマークで！
新春のつどい

運動指導士による
効果を倍増させる
ウォーキング法を学
びます。
日時・場所・内容：
10:00 ～ 11:00
・第 1 回 2/3（木）体育センター
　「ウォーキングについての講話（効
　果・フォーム・ポイント等）」
・第 2 回 2/17（木）体育センター
　「ウォーキングの実践（ストレッ
　チ・トレーニング・フォームの修正）」
・第 3 回 3/3（木）丸山総合公園
　「ウォーキングの実践」
定員：約 30 名
参加費：3回1,000円（各回ドリンク付）
持参物：タオル、シューズ、メモ用
紙など
主催：指定管理者㈱ホープ　
申込先：加西勤労者体育センター
☎47 1420 ※水曜定休日

加西ロマンの里ウォークに
チャレンジ

■みんなでおめでとう
羽根つき（風船）、宝さがしなどお
母さんと一緒に遊びましょう。
日時：1/14（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：1/22（土）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：1/18（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

■収穫した大豆・黒豆でお味噌作り
　＆ペットボトル貯金箱作り
日時：1/13（木）10:00 ～ 13:00
場所：善防公民館調理室
定員：先着 15 組
参加費：1,000 円（豆を使った昼食
あり）
持ち物：エプロン、フキン、空ペッ
トボトル
申込先：兵庫県子育て元気アップ活
動助成事業　加西ねひめーず（山本）
☎ 090-2380-7006

子育て元気アップイベント

輝かしい新春を寿ぐため、新年交歓
会を開催します。どなたでも参加で
きます。
日時：1/4（火）13:00 ～
場所：アスティアかさい 3 階　交流
プラザ
主催：加西市・加西市議会・加西商
工会議所
問合先：秘書課☎42 8701

新年交歓会

■「米朝一門会」加西寄席
日時：3/12（土）開演 14:00 ～
場所：市民会館文化ホール
出演：桂ざこば、月亭八方、他
入場料：全席指定 3,500 円
当日 500 円増、友の会 10％引
発売日：一般　12/18（土）
　　　　友の会12/13（月）
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

市民会館からのお知らせ

アスティアかさいで楽
しい催しがいっぱいの
クリスマスイベントを
開催。良い子のみんな
に、サンタさんからのプレゼントも。
日時：12/23（木・祝）15:00 ～
場所：アスティアかさい 1 階セン
ターコート
内容：演劇「gogo ！メリークリス
マス！」、腹話術、ジャンベ、はば
タンカーニバルなど※入場無料
問合先：市民劇団おおきな木（たか
せ）☎42 2382

ねひめ  DE  PONのクリスマス

多文化共生センター「グローバルフ
レンズ」では、「世界のクリスマス」
の展示を開催中。
場所：アスティアかさい 3 階
会期：12/26（日）まで
■多文化共生でクリスマス！
ドイツのシュトーレンとイタリア、
南米のパネトーネの X'mas ケーキを
味わい、サルサ音楽にあわせて初歩
ステップを一緒に踊ってみませんか。
日時：12/19（日）13:00 ～ 15:00 
場所：アスティアかさい 3 階ライト
スポーツスタジオ
対象：どなたでも可
参加費：200 円（ケーキ・飲み物つき）
問合先：自治参画課☎42 8706

多文化共生センター
「世界のクリスマス」展

1 月 17 日（月）に阪神・淡路大震
災は 16 周年を迎えます。1.17 を忘
れずに語り継ぐことを目的として、
ウォーキング行事を実施します。
申込先：ひょうご安全の日推進県民
会議事務局（兵庫県復興支援課内）
☎ 078-362-9984

1.17 ひょうごメモリアル
ウォーク 2011　参加者募集絵画、書道、写真等を展示。会員

の日頃の学習成果を発表します。
日時：1/21（金）13:00 ～ 17:00

22（土） 9:00 ～ 17:00
23（日） 9:00 ～ 16:00

会場：アスティアかさい3階交流プラザ
問合先：同大学学友会加西支部長
（尼崎）☎43 0133

うれしの学園生涯大学学友会
加西支部「第2回作品展」

■はばたけ新成人！加西市成人式のお知らせ
成人としての第一歩を踏み出され、夢と希望に輝く
新成人の皆さんをお祝いする成人式を開催します。
日時：1月 8日（土）13:00 ～（受付 12:30 ～）
場所：加西市民会館　文化ホール
対象者：市内在住の平成 2年 4 月 2 日から 3年 4 月 1 日の間に生
まれた方（案内を送付します。市外へ転出された方で参加を希望さ
れる方は、当日会場で受け付けます）。※ご家族も入場できます。
問合先／自己実現サポート課☎42 8775

新成人実行委員会からのお願い
成人式実行委員会では、新成人社会貢献の
取り組みの一つとして、市内福祉施設へ生
活用品の寄付を計画しています。
みなさんのご協力をお願いします。
■成人式当日に持ってきていただきたい物
　タオル、石鹸、洗濯洗剤、色鉛筆
　※タオル・石鹸・洗濯洗剤は、未使用の物。
　色鉛筆は、使用済みでも結構です。

市内の企業様向けに大学や公的研究
機関の支援が受けられる制度の説明
等を行います。
日時：12/20（月）15:00 ～ 16:30
場所：アスティアかさい 3 階多目的
ホール
講師：経営戦略室次長　中村賢一
　　　経営戦略室参事　山﨑宏之
申込：不要。直接会場にお越しくだ
さい。
問合先：経営戦略室☎42 8700

産業振興のための
大学・公的研究機関の活用法

■クリスマスコンサート
日時：12/25（土）18:00 ～
場所：アスティアかさい 3 階　多目
的ホール　入場無料
主催：同センター登録団体はりまス
トリングスアンサンブル
■桂の会作品展（書道）
会期：1/5（水）～ 12（水）
場所：アスティアかさい 3 階ウォー
ルギャラリー
主催：同センター登録団体　桂の会
■クリスマスダンスパーティー
日時：12/23（木・祝）
17:00 ～ 17:45　無料体験レッスン
18:00 ～ 20:30　ダンスパーティー
※参加費 500 円
場所：アスティアかさい 3 階交流プ
ラザ
主催：同センター登録団体　すみれ

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

ランドマーク展望台


