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講座・イベント

北条町小谷城跡周辺で、森林保全活
動の講座を開催。講師は豊富な知識
の森林インストラクターが行います。
日程：6/19、6/26、7/3、7/17、
7/24　いずれも日曜 10:00 ～ 15:00
9 月から隔月（第 3 日曜）に、講習
終了生が中心となって作業予定。
集合：小谷公会堂（北条町小谷）
対象：市内在住、在勤、在学の 18
歳以上の方
定員：30 名　先着順
参加料：2,000 円（保険等）
申込：規定の申込用紙で、下記に
FAX 又は郵送。市ホームページでも
入手可
締切：5/27（金）まで
申込先：〒 675-2395（住所表記不要）
農政課☎42 8741、℻43 1802

森林ボランティア募集
「森のお手入れ入門」

中世 8　鎌倉時代の板碑・加西の悪
党澄海
今回は、「鎌倉時代に東国の御家人
によって持ち込まれた板碑文化とそ
の分布」、「加西に登場した悪党澄海
について」の二本立てで鎌倉時代末
期の加西を整理していきます。
日時：5/14（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24回加西市史を読む会

加西市さつき同好会の皆さんを中心
に丹精込めて育てた、さつき盆栽と
山野草を展示します。
日時：6/3（金）9:00 ～ 17:00
　　　6/4（土）9:00 ～ 17:00
　　　6/5（日）9:00 ～ 15:00
場所：アスティアかさい 3 階　交流
プラザ
※育てたさつき盆栽の
展示をご希望の方は、
5/20（金）までに北部
公民館へ。
※先着 100 名様に山野
草の苗をプレゼント！
問合先：北部公民館☎45 0103

第43回　加西市さつき展

食生活改善推進員として、食生活を
中心とした健康づくりを目指し、栄
養・運動・休養について仲間と楽し
く学びます。
期間：6 ～ 12 月　原則第 1・3 水曜
日の午前
場所：社総合庁舎（加東市社）
対象者：家庭と地域の健康づくりに
実践意欲のある方（年齢・性別は不
問）　
費用：無料（テキスト代・調理実習
の材料費は実費負担）
募集人員：40 名程度
申込先：兵庫県加東健康福祉事務所
健康管理課☎ 0795-42-5111
※申込者へは開講約 1 週間前に案内
通知を送付します。

平成23年度いずみ会リーダー
養成講座

西横田町の神社や仏閣など昔懐かし
の風景を訪ねます。横田町地名の由
来は、甲州武田氏の遺臣・横田備中
守一族がこの地に来住し、開拓した
事に起因すると言われています。
（小雨決行・当日参加可）
日時：5/14（土）9:20 ～ 12:30
集合：観光案内所（北条町駅内）
コース：一般向き、往復約 5km
参加費：300 円（保険料等）、運賃
別途必要
申込先：観光案内所☎42 8823

ふるさと再発見ハイキング
横田路懐かしの風景探訪

基礎から始めます。お隣の韓国が近
くなり、世界がひろがります。
開催日時：6/2 から毎週木曜日
10:30 ～ 11:30
場所：北条鉄道の長駅
費用：一回 1,000 円
問合先：北条鉄道ボランティア駅長
（村上）☎ 090-7340-0888

駅ナカ韓国語講座（初級）

■アンディ先生のストリート・マジッ
ク＋イリュージョン

日時：6/25（土）
開演 18:00 ～
場所：市民会館文化ホール
入場料：1,000 円（自由
席）、4 歳以下は無料、

当日 300 円増、友の会 10％引き
■マリさんのおしゃべりピアノコン
サート
あなたの町で熊本マリが奏でるショ
パンとリスト名曲の調べ。
日時：5/14（土）開演 15:00 ～
場所：市民会館文化ホール
入場料：全席指定 2,500 円
■吉本お笑いライブ in 加西
日時：7/3（日）開演 14:00 ～（予定）
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、友の会会員 10％引
チケット発売日：5/21（土）、友の
会は 5/16（月）から
出演者：ペナルティ、フルーツポン
チ、矢野兵動他　計 6 組
チケット発売先：市民会館・地域交
流センター・各公民館ほか

上記問合先：市民会館☎43 0160

市民会館からのお知らせ

■韓国展
韓国についての展示のほか、文化・
歴史を知るイベントを予定。
期間：5/14（土）～ 6/30（木）
■国立民俗学博物館みんぱっく「ソ
ウルスタイル　子供の一日」展
期間：5/14（土）～ 5/23（月）

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

多文化共生センター「グロー
バルフレンズ」からのお知らせ

地元の旬の食材を使って、簡単メタ
ボ予防メニューに挑戦。国保健康課
栄養士による健康講座も。（全 6 回）
日時：初回 6/3（金）10:00 ～ 13:00
場所：市民会館 2 階料理教室
持ち物：エプロン、三角巾、タオル、
ふきん
参加費：3,000 円
（6 回分、材料費込み）
共催：加西市いずみ会、加西市
問合先：自治参画課☎42 8706

初心者向け「男性料理教室」
これまで地域とのかかわりの少な
かった中高年の男性が、地域や家庭
に積極的に入っていくためには？ラ
イフスタイルの見直し講座。北部公
民館と加西市（男女共同参画セン
ター）共催事業。（全 6 回）
■第 1 回「気持ちも、体も柔軟に！」
　第 1 部／講演「人生自分流！生き
　がい再発見」地域生活・家庭生活
　を考える
　講師：中村彰さん（とよなか男女
　共同参画推進センターすてっぷ館
　長）
　第 2 部／健康体操
　講師：前田恵津子さん（3B 体操
　指導者）
日時：5/29（日）14:00 ～ 16:00
場所：地域交流センター　集会室、
ライトスポーツスタジオ
受講料：300 円
定員：20 名
対象：中高年の男性
持ち物：運動用上履き（シューズ）、
タオル
問合先：北部公民館☎45 0103　
男女共同参画センター☎42 0105

がんばれ！おやじ講座

期間：5 ～ 7 月
コース（対象）：
英語／隔週火曜 19:30 ～ 20:30
（中学英語程度がわかる方）全 5 回
中国語／金曜 19:30 ～ 20:30
（初心者）全 10 回
韓国語会話入門／平日10:00～ 11:00
（初心者）全 10 回
韓国語会話初級／平日11:15～ 12:15
（学習経験者）全 10 回
ベトナム語／土曜 13:30 ～ 14:30
（初心者）全 10 回
スペイン語／水曜 19:30 ～ 20:30
（初心者）全 10 回
場所：地域交流センター交流室
定員：18 名（最少開講人数 5 名）
受講料：加西市国際交流協会会員
5,000 円　非会員 8,000 円（英語は
会員 2,500 円　非会員 4,000 円）。
テキスト代は別途負担
問合先：地域交流センター
☎42 0106

多文化共生センター「グローバ
ルフレンズ」語学教室（第1期）

自然とあそぼう！～五感を使ってあ
そび隊～（参加費無料）
「明石のはらくらぶ」のみなさんに自
然のおもしろさを教えてもらおう。
日時：5/15（日）13:00 ～ 15:00
受付 12:30
場所：いこいの村（雨天時体育館）
定員：20 組
持ち物：飲み物、汗拭き、帽子、運
動のしやすい服装
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、
ファミリーサポート協力会員・依頼会員
締切：5/12 ( 木 )
申込先：加西市ファミリーサポート
クラブ☎42 0111

ファミサポなかよし交流会

■たのしみいっぱい
善防公民館の自主グループ「ゆうゆう」
を迎えて、手遊びなどを行います。
日時：5/20（金）11:00 ～ 12:00
■家庭教育講座①
「母親としてわが子に伝えたいもの」
日時：5/26（木）11:00 ～※託児あり
■ 3 歳さんおいでおいで！
対象児：H19.4 月～ H21.3 月生まれ
日時：毎週月曜日 13:30 ～ 14:30
■臨時休園のお知らせ
5月 2日（月）は園内清掃のため休園
≪まちの子育てひろば応援団≫
■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。
日時：5/17（火）10:30 ～ 11:30

上記問合先：ねひめキッズ☎42 5710

ねひめキッズからのお知らせ

恒例の真夏に行う雪合戦。今年は女
子の部を新設しました。※雨天決行
日時：7/31（日）9:00 ～ 19:45
会場：アクアス加西（西上野町）
募集チーム数：
ジュニア（小学生）の部 16 チーム（男
女混成チーム可）
レディース（女子のみ）の部 6 チー
ム（小学生のみのチームも可）
一般（中学生以上）の部 18 チーム（男
女混成チーム可）
※ 1 チーム 7 名以上 10 名以内（監督
1 名含む）競技できるのは 7 名。監督
が競技者を兼ねる事は可
参加費（1 チーム）：
ジュニアの部 1,000 円
レディースの部小学生のみ 1,000
円、女子 5,000 円
一般の部 10,000 円
申込：申込書別途あり（チラシ、も
しくは商工会議所ホームページから）
申込受付：5/10（火）10:00 から
6/8（水）17:00 まで。先着順
問合先：加西商工会議所青年部
☎42 0416　℻43 1123

第6回真夏の雪合戦加西大会
参加チーム募集

絵本から見る地域活動
「あなたの町は元気ですか」
講師：尾崎美紀さん（童話作家）
日時：6/6（月）10:00 ～ 11:30
場所：南部公民館
参加：無料　要申込み
申込先：南部公民館☎49 0041

南部かしの木学園公開講座


