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講座・イベント
■「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
入場料：全席指定
3,500 円。当日 500 円

増、友の会 10％引
チケット発売先：市民会館他、市内
プレイガイド
■パステル和アート体験教室
パステルの粉を直接指につけて描く
アートです。
日時：2/21（月）10:30 ～ 12:00
定員：15 名
持ち物：手ふきタオル
参加費：1,050 円（材料費込）
■メイクセラピー講座
心と環境にあった TPO メイクを体
感し、モチベーションを高めます。
日時：2/22（火）10:30 ～ 12:00
定員：20 名
持ち物：メイク用品など
参加費：1,050 円
■陳式太極拳体験教室
全身運動と呼吸の配合を体験してく
ださい。
日時：2/24（木）10:30 ～ 12:00
定員：20 名
持ち物：上靴、飲み物
参加費：840 円

上記問合先：市民会館☎43 0160

市民会館からのお知らせ 「北条･高室の十六羅漢と石切場散策」
北条町東高室は高室石の里。良質の
石材は古墳時代から多くの石造品に
加工され、石切場の岩肌には十六羅
漢が彫られています。（小雨決行）
日時：2/17（木）9:30 ～ 12:30
集合：加西市観光案内所（北条町駅内）
コース：初級向き　往復約 5㎞
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

「中世 7　鎌倉時代の在田荘と加西
の中世荘園の成立」
今回は、平頼盛の荘園だった在田荘
が鎌倉時代の間にどのように変遷し
ていったのか。また、その他の中世
期に成立した加西の荘園についても
みていきます。
日時：1/29（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☎43 0161

第21回加西市史を読む会

多文化共生事業とNPOフェスタが同
時開催。子育てイベントやNPOブー
スの出店、フードコーナーなど多彩
な催しが開催されます。（入場無料）
日時：1/30（日）10:00 ～ 14:00
場所：アスティアかさい 3 階地域交
流センター
■多文化で子育てしよう !「6,000
個の積み木で遊ぼう」
時間：10:00 ～ 14:00
場所：交流プラザ
指導員：ほるぷ絵本館
■ NPO パワーアップ講座「公益市
民団体の運営について」～人を雇う
場合の注意点～　
時間：10:30 ～ 11:30
場所：多目的ホール
講師：社労士　日置晴喜さん
■自然を楽しもう「オリジナルオブ
ジェづくり」
木の実や木の葉をつかったオリジナ
ルオブジェづくりです。
時間：10:00 ～ 14:00 の間。20 分程
度で完成します。
対象：小学生以下
材料費：200 円／人
主催：NPO 法人ダーウィンの森

上記問合先：地域交流センター
☎42 0106

ねひめ交流フェスタ

ひょうたん芸術愛好家
グループによる作品展。
入場無料
日時：2/1（火）～ 6（日）
9:00 ～ 22:00
※最終日のみ 17:00 まで
場所：地域交流センター交流プラザ
■無料教室開催
オリジナルひょうたんをつくってみ
よう。
日時：2/6（日）13:00 ～ 15:00
主催：地域交流センター登録団体
ひょうたん駒の会
問合先：地域交流センター
☎42 0106

「ひょうたん駒の会」展示会
もちつき、羽つき、たこあげ、こま
まわし、百人一首、竹馬、わた菓子、
ポン菓子、射的、腹話術、紙芝居、
人形劇など。なつかしい昔ながらの
遊びを体験してみませんか。楽しい
遊びがいっぱいです。※駐車場に限
りがありますので、出来る限り乗り
合わせでお願いします。
日時：1/30（日）10:00 ～ 12:00
場所：善防公民館
参加費：無料
主催：善防公民館登録グループ連絡
協議会
問合先：善防公民館☎48 2643
（月～土 9:00 ～ 17:00）

なつかしの正月遊びの集い

■はまぐりの雛かざり
日時：1/29( 土 )、
2/3( 木 ) どちらか 
1 日。いずれも
9:30 ～ 11:30
材料費：400 円
定員：両日で 30 名
■焼き菓子教室
やっぱりお菓子がスキ！公民館初登
場のHIROKO先生の教室。試食つき。
日時：2/23（水）10:00 ～ 11:30
材料費：500 円
定員：10 名（先着）

上記申込先：南部公民館☎49 0041

南部公民館からのお知らせ

思いを込めて達磨
（だるま）を描い
てみませんか。
日時：2/18（金）
13:30 ～ 16:00
場所：市民会館 2 階美術教室
参加費：500 円
対象：一般成人
持ち物：書道用の小筆・下敷き他 
申込先：中央公民館☎42 2151

初春に！
「達磨画体験教室」開催

　来年度に小・中学校へ入学する方には、住所に基づいて入学校を指定し、1月下旬に就（入）学通知書をお送りします。
　指定校（特別支援学校を除く）は、次の特別な理由がある場合には変更できますので､ 事前にご相談ください｡

平成23年度に小・中学校に入学予定の方（保護者）へ

■特別な理由
・身体的理由
　心身の障害等により指定校への就学が困難な場合
・家庭の事情等に関する理由
　①保護者の就労、母子・父子家庭等の理由により校
　　区外の家庭に児童を預ける場合（小学生のみ）
　②住宅新築中等で転居が確実であり、あらかじめ転
　　居予定地の学校へ就学を希望する場合（添付書類要）
　③加入する自治会の校区が住所地の校区と異なる場
　　合（添付書類要）
・その他の理由
　大学附属・私立小中学校に入学する場合等

■手続き方法
・指定校以外の市内小中学校へ入学の場合
　印鑑を持って加西市教育委員会へ
・他市立小中学校へ入学
　入学希望の学校を管轄する市町村教育委員会へ
・大学附属、私立小中学校へ入学
　その学校の入学許可証と印鑑を持って加西市教育委
　員会へ

放置された広葉樹の山を間伐し、薪
にして有効利用を図る「薪割会」を
開催。薪ストーブはあるが、薪の確
保に困っているという方、ぜひご参
加ください。
日時・場所：
① 2/11（金・祝）栄町の里山
② 3/6 （日）鴨谷町の里山　
※参加者の方は、薪をお持ち帰りい
ただくため、軽トラック
などでお越しください。
対象：薪ストーブ所有
者、又は購入予定の方。
定員：各日、10 組まで
参加費：1 組 4,000 円／回（原木代、
保険料含む）
応募締切：① 2/4 （金）まで、
　　　　　② 2/28（月）まで
申込先：加西市バイオマス地域協議
会（環境創造課内）☎42 8716

「薪割会」参加者募集

ブラジル出身者が講師となり、生活
に必要な日本語が学習できます。ポ
ルトガル語に興味のある日本人の方
もどうぞご参加ください。
日時：毎週月曜日　19:00 ～ 20:00
場所：アスティアかさい 3 階グロー
バルフレンズ
参加費：無料
■音楽でポルトガル語を学ぼう
キーボードレッスンを通してポルト
ガル語を学ぶ教室も同時開催してい
ます。参加費無料
対象：小学生
問合先：自治参画課☎42 8706

ポルトガル語圏出身者を対象
とした日本語教室

「これからの学校環境・小中一貫校
と空間」
これからの学校施設について、経験
豊富で新しい学校環境に詳しい仙田
先生をお招きして、講演や参加者と
の意見交換を行う会を開催します。
次世代の学校施設のあるべき姿につ
いて考える有意義な機会になればと
思いますので、多数ご参加くださ
い。
日時：2/3（木）19:00 ～
場所：アスティアかさい 3 階多目的
ホール
問合先：教育総務課☎42 8770

放送大学仙田満教授の講演会

安心して子どもと向き合うために、
身につけておきたいことを学びます。
■第 1 回
　日時：2/7（月）9:00 ～ 11:30
　（8:45 受付）
　場所：アスティアかさい 3 階ライ
　トスポーツスタジオ
　内容：「健康体操」
　　　　講師／別所千景さん、
　　　　「こどものための救急法」　
　　　　講師／消防本部
　定員：30 名
　持ち物：体育館シューズ、汗拭き
　タオル、飲み物
■第 2 回
　日時：2/19（土）13:30 ～ 15:30
　（13:15 受付）
　場所：健康福祉会館 2 階研修室２
　内容：講演「子育てを楽しく！お
　母さんがもっと自分を好きになる」
　定員：30 名

対象：託児ボランティアに興味のあ
る方、子育て中の方、ファミサポ会員
参加費：無料　
託児あり：各講座 先着 8 名（無料・
要予約）　
申込締切り：2/4( 金 )
申込先：加西市ファミリーサポート
クラブ☎42 0111

加西市ファミリーサポートクラブ
託児サポーター研修会（後期）

【問合先】　学校教育課☎428771　℻431803　gakko@city.kasai.lg.jp


