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■はばたけ新成人！ 2012年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 7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 3年 4 月 2 日から 4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 8773

新成人実行委員会からのお願い
成人式実行委員会では、社会貢献の取り組
みの一つとして、ペットボトルのキャップ
回収を行なっています。800 個で 20 円に
なり、１人分のポリオワクチンの購入が可
能です。
貧困に苦しむ世界の子どもたちへの支援活
動につなげるため、成人式当日に会場へペッ
トボトルのキャップをお持ちよりください。

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。※小学生
以下には参加賞が
あります。
日時：1/1（日）6:00 ～（受付）
集合場所：アラジンスタジアム東側
駐車場
問合先：青少年団体連絡協議会事務
局☎42 8773

新年をランドマークで！
新春のつどい

ランドマーク展望台
■「いのち・うた・こころ」みんな
ちがって・みんないい
講師は加西市人権教育協議会長の岩
田勝さん。皆さんご存知の童謡や民
謡の背景・秘話をギターの弾き語り
でお話ししていただきます。
日時：12/13（火）10:00 ～ 11:30
場所：善防公民館 2 階大研修室
問合先：善防公民館☎48 2643

かしの木学園の公開講座

正月花材、飾る場所もひ
と工夫。新しい年の始ま
りを華やかに、風情たっ
ぷりに迎えませんか。
日時：12/26（月）13:30 ～ 15:00
場所：南部公民館
講師：佐伯いづみさん（フローリスト）
材料費：2,000 円
申込：12/17（土）までに下記へお
申し込みください。
問合先：南部公民館☎49 0041

フラワーアレンジ教室
「花で迎えるお正月」

自分で打った年越しそば
を食べよう。
日時：12/24（土）
9:30 ～ 13:00
場所：市民会館 2 階料理教室
対象：一般成人 15 名
参加費：材料費500円、受講料300円
持ち物：タオル2 本（洗濯したもの）、
三角巾、エプロン
申込先：中央公民館☎42 2151

年越しそば打ち体験教室

■古代 10 仏教受容と賀茂郡
播磨は仏教文化のトップランナー
古代の賀茂郡では、早い時期から高
度な仏教文化が開化していました。
日本最古の石仏の一つとされる古法
華石仏（国指定重要文化財）や、7世
紀末にさかのぼる乎疑原神社の五尊
仏像がそれを物語っています。
さらには、日本に仏教が本格的に導入
されるにあたって、重要な役割を果た
した人物が播磨にいたともいわれて
います。今回は、日本に伝来した初期
の仏教と積極的な関わりをもった賀
茂郡について解説していきます。
日時：12/10（土）10:30 ～ 12:00
会場：アスティアかさい 3 階集会室
定員：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29回加西市史を読む会

筋トレ・ウオーキング ･ ストレッチ
など、自宅で出来る運動を運動指導
員が丁寧に指導します。
日時：1/16（月）～ 3/5（月）10:00
～ 11:30 毎週月曜日（8 回コース）
場所：加西市健康増進センター
対象：中高年のご夫婦で健康づくり
に取り組みたい方
定員：10 組 20 名。先着順
参加費：1 人 1 回 150 円
受付期間：12/5（月）～ 1/10（火）
※同センター施設利用証のない方は
健診が必要。詳細は下記まで。
申込先：加西市健康増進センター
☎42 3621

夫婦で健康体操教室

子どもと遊ぶときや預かる時に知っ
ておきたい様々なことを学びます。
・「子どもの病気への対応」
講師：酒井圭子先生（さかいこど
もクリニック）

・「手あそび・歌あそび」
日時：1/16（月）13:00 ～ 14:30
受付 12:30
場所：アスティア 3 階集会室
定員：30 名程度、参加費無料
対象：子育て中の保護者、預かりボ
ランティアに興味のある地域の方、
おじいさん・おばあさん、加西市ファ
ミリーサポート会員
託児：先着 5 名（無料・要予約）
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） 参加費の記載のないものは無料です。

■歳末助け合い茶会、点心、バザー
日時：12/11（日）10:00 ～ 15:00
主催：同センター登録団体加西市茶
道協会
■ COMODO カルテット
　「X'mas CONCERT」
日時：12/17（土）14:00 ～
主催：同センター登録団体はりまス
トリングアンサンブル
■ソシアルダンスレッスン&パーティー
日時：12/23（金・祝）
① 17:00 ～ 17:45「パーティーダン
スを踊りませんか？」無料レッスン
講師：酒井圭子・岡治義彦プロ
対象：小学生～大人
② 18:00 ～ 20:30「シャル ウィ ダン
ス？」プロのダンスショーやキッズ
も出演するダンスパーティー
主催：同センター登録団体 Do-it、
共催サカイダンスアカデミー
■社交ダンスパーティー
日時：12/24（土）13:00 ～ 16:30
参加費：1 人 500 円（菓子代など
持ち物：ヒールカバー
主催：同センター登録団体つくし
■掛け軸表装伝統の様式美（展示会）
日時：12/10（土）～ 25（日）
9:00 ～ 22:00
主催：同センター登録団体 NPO 法
人まちづくり北条

上記開催場所：アスティアかさい 3
階地域交流センター
上記問合先：地域交流センター
☎42 0106

地域交流センターからのお知らせ

バングラデシュの民族品や民族衣
装、現地の写真を展示。開催期間中
は、民族衣装を着、リキシャ（人力
車）に乗って写真撮影ができます。
期間：12/13（火）～ 25（日）
場所：アスティアかさい3階交流プラザ
■関連イベント
日時：12/18（日）参加無料
・「バングラデシュカレーの作り方
伝授」15:30 ～ 16:30

・トークショーと民族音楽コンサー
ト 13:30 ～ 15:00、17:30 ～ 19:00
問合先：地域交流センター
☎42 0106

世界を知ろう
「バングラデシュ展」

市民会館からのお知らせ
■シネマかさい 2012「星守る犬」

泣けた本ランキング第
1 位、読者が選ぶプラ
チナ本第 1 位ダブル受
賞作品
日時：1/15（日）
① 10:00 ～　② 13:30 ～
③ 17:00 ～

場所：市民会館文化ホール
入場料：全席自由 700 円　チケッ
ト発売中※当日 300 円増、友の会
会員 10％引

■桂米朝一門会加西寄席
日時：3/11（日）
14:00 開演
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：一般 12/17（土）、
友の会 12/12（月）

上記チケット発売先：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

簡単にできる台湾家庭料理で、普段とちょっと違ったクリスマスやお正月
のおもてなしをしませんか。料理を通して簡単な英語表現も学べます。
日時：12/19（月）10:00 ～ 13:00　場所：北部公民館料理教室
講師：エメラルド・ホワンさん（台湾系カナダ人）　定員：大人 20 名
費用：受講料 300 円、材料費 1,000 円　持ち物：エプロン、三角巾、タオル
申込：12/10（土）までに下記までお申し込みください。
問合先：北部公民館☎45 0103

台湾家庭料理でおもてなし「年末年始のレパートリーを増やそう」
日時・場所：10:00 ～ 11:30
12/13（火）別府幼児園　☎47 0601
12/22（木）泉第三保育所☎44 1971
1/10（火）北条南保育所☎42 3162
対象：在宅育児中の保護者と子ども
費用： 参加者1人50円（傷害保険代）
申込先：各保育所へお申し込みください。

保育所であそぼう。参加者募集

利用日時：毎週月～土曜日 10:00 ～
15:00※登録、利用料は不要です
場所：旧富田幼稚園（西上野町）
イベント情報
■クリスマス会
かわいい三角帽子を作っ
て、クリスマス会を楽しみましょう。
日時：12/2（金）11:00 ～ 12:00
■家庭教育講座⑦
「幼児期の感情と家庭教育」
希望の場合託児あり。
日時：12/5（月）11:00 ～ 12:00
■ 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
≪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：12/20（火）10:30 ～ 11:30　
■高齢者との交流クリスマス会
日時：12/17（土）10:00 ～ 11:30
申込：12/9（金）までに下記へお申
し込みください。

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


