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障がい者の社会参加を支援
 料理教室

クリスマスメニューに挑戦します。
日時：12/13（日）9:45 ～ 14:00
場所：善防公民館 2 階調理室
対象：知的障がい者（児）と保護者
定員：先着 30 人
参加費：200 円
持ち物：三角巾、エプロン、飲み物
募集期間：12/10（木）まで
申込先：NPO 法人加西市手をつな
ぐ育成会（野田）
☎ 090-8883-4536　℻㊸ 3870　
k-ikuseikai@lion.ocn.ne.jp

介護予防リーダー養成講座
介護予防に関する基本的な知識や方
法を身につけ、各町での「あったか
推進のつどい」「いきいきサロン」
などで、高齢者の健康づくりや介護
予防の輪を広げるリーダーを養成す
る講座です。
日時：2/4（木）、10（水）、16（火）、
24（水）13:30 ～ 15:30　
場所：健康福祉会館
講師：松尾弥生さん（夢こらぼ）、
岡本正一さん（株式会社 Be-up）、
福田章さん (NPO 法人認知症予防
サポートネット )　ほか
内容：レクリエーション指導、介護
予防体操、地域活動の紹介など
定員：先着 50 人
参加費：無料
持ち物：体操できる服装、タオル、
飲み物、筆記用具
募集期間：1/29（金）まで
申込先：社会福祉協議会☎㊸ 8133

丹波・北播磨精神保健福祉
 研修会

■障害があっても大丈夫
日時：2/17（水）13:30 ～ 16:00
場所：健康福祉会館 2 階研修室 1
講師：水野耀子さん（ハートフルク
ラブ施設長）
参加費：無料
問合先：はとの会家族会☎㊷ 0297

お正月の『しめなわづくり』教室
日時：12/20（日）9:00 ～ 11:30
場所：丸山総合公園管理棟
講師：高井照夫さん、藤原節子さん

（加西市シルバー人材センター）
対象：小学生以上（小学生は保護者
同伴）
定員：先着 20 人
参加費：300 円
申込先：加西勤労者体育センター
☎＆℻㊼ 1420

ミニ門松をつくろう
自分だけのミニ門松で新しい年を迎
えましょう。
日時：12/19（土）9:30 ～ 11:30
対象：18 歳以上
定員：先着 15 人
参加費：1,000 円（材料費含む）
持ち物：軍手、新聞紙、お持ちの方
は目の細かいのこぎり
申込先：北部公民館☎㊺ 0103

お正月用フラワーアレンジ
 メント教室

日時：12/27（日）① 10:30 ～、
② 13:30 ～
場所：いこいの村はりま　茶室
講師：蓬莱京子さん（フラワー装飾
技能士 1 級）
定員：各 20 人
参加費：4,200 円
持ち物：花切りハサミ
募集期間：12/10（木）まで
申込先：加西勤労者体育センター
☎＆℻㊼ 1420

バスケットボール教室
「西宮ストークス」のプロバスケット
ボール選手による指導で、基礎から
レベルの高い技術までを学びます。
日時：1/17（日）※時間等、詳し
くは市ホームページをご覧ください。
場所：善防中学校体育館
クラス：小学生（小学 1 ～ 6 年生）、
一般（中学生以上の経験者）
定員：各クラス先着 50 人
参加費：無料
申込：住所・氏名・年齢・電話番号
を明記し、メールで申し込みください。
※申込後、「受付完了メール」の返
信をします。3 日以上経っても届か
ない場合は、ご連絡をお願いします。
申込先：文化・観光・スポーツ課
☎㊷ 8773  bunka@city.kasai.lg.jp

　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ます。雑
煮の振る舞いや抽選会、小学生以下には参加賞もあります。
日時：1/1（金）6:00 ～（受付）
※雨で中止の場合は、当日 5:30 ～ 6:00 の間に
事務局留守番電話でお知らせします。
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 3724

新春のつどい

ソフトボールアカデミー
岡山県の環太平洋大学女子ソフト
ボール部から、ウォーミングアップ
の方法やスキルトレーニングを学び
ます。
日程：12/23（水）
※雨天の場合は随時順延
場所：アラジンスタジアム
クラス・時間
中級クラス（小学 5 年生以上）
13:00 ～ 14:30
上級クラス（高校生以上）
15:00 ～ 17:00
定員：各クラス先着 50 人
参加費：無料
申込先：文化・観光・スポーツ課
☎㊷ 8773　℻㊷ 8745
bunka@city.kasai.lg.jp



15

広報かさい　2015.12 月号

　青野原収容所内での俘虜の生活は比較的自由で、自分たちでパンを焼き、
豚を飼いソーセージも作っていました。
　また、俘虜の大半を占めるドイツやオーストリア人の生活にとって、欠
かせない物の一つがビールでした。収容所内には酒保（売店）が設けられ、
ビールが販売され彼らの生活を豊かなものにしてい
ました。俘虜に根付いた食文化を、ビアマグ（ビー
ルジョッキ）の製作体験を通して考えてみましょう。

青野原俘虜収容所開設 100 周年「ビアマグ製作体験」

日時：1/16（土）13:30 ～ 15:30
場所：あお陶遊館アルテ（小野市粟生町 1816-7）
定員：先着 30 人　　参加費：600 円
申込：住所・氏名・電話番号・ビアマグ製作体験希望を記入し FAX
募集期間：12/23（水）まで
申込先：あお陶遊館アルテ☎＆℻ 0794-66-7789

スポーツ大会の結果
■野球
●根日女杯／ 1 位　川金倶楽部
●体育協会長旗／ 1 位 北条ロビンス
●播但選抜 A 級／ 1 位  伊東電機
●播但選抜 B 級／ 1 位  山下クラブ
●播但選抜 C 級／ 1 位  レクサス
●播但選抜学童／ 1 位  北条
●加古川市長旗学童／ 1 位  九会
■グラウンド・ゴルフすぱーく加西
杯（10/24、すぱーく加西）
1 位　前田知十司　2 位　山本明子
■市民バスケットボール（10/18・
24・25、北条小・北条高）
一般男子 1 位　TRUSSARDI、一般女
子 1 位　thunder、小学低学年 1 位
NEXT 日吉っ子、小学高学年男子 1
位　We ♡（ラヴ）マー北条、小学
高学年女子 1 位　北条 pretty  girls
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎㊷ 8773

くらし

特定創業支援事業
 「かさい創業塾」

創業にかかる「財務」、「経営」、「人
材育成」、「販路開拓」などの基礎を
学びます。また、セミナー終了後に
個別相談会を行いますので、希望者
はお申し込みください。
日時：1/16（土）、23（土）
10:00 ～ 17:00
場所：加西商工会議所　会議室
講師：細川祐三さん（中小企業診断
士）　ほか
対象：創業を検討中の方、準備を進
めている方、創業されて間もない方
定員：先着 15 人
受講料：無料
申込先：加西商工会議所☎㊷ 0416

就職支援セミナー
■企業の採用担当者から見た面接対応
面接官に伝える心技体（心構え、説
明力、態度など）を学びます。
日時：12/17（木）14:00 ～ 16:00
場所：アスティアかさい 3 階集会室
定員：先着 20 人
申込先：加西市ふるさとハローワー
ク☎㊷ 7600

オークタウン加西のテニス
 コート利用中止

人工芝張替工事に伴
い、オークタウン加
西のテニスコートが
使用できません。ご迷惑をおかけし
ますが、ご理解とご協力をお願いし
ます。
期間：1/5（火）～ 3 月上旬
問合先：オークタウン加西☎㊹ 2595

「かさいのお酒」de 恋活
 カップリングパーティー

加西の地酒やバーテ
ンダーによるオリジ
ナルカクテルを楽し
み、パートナーを見
つけませんか。
日時：12/19（土）18:00 ～ 21:00
場所：アスティアかさい 3 階集会室
対象：20 ～ 45 歳ぐらいの独身男女
定員：各 20 人
参加費：男性 5,000 円 女性 3,000 円
申込先：fmq（定行）
fmq.koi@gmail.com
問合先：ふるさと創造課☎㊷ 8706

加西市定例教育委員会
どなたでも傍聴できます。
日時：12/25（金）13:30 ～
場所：市役所 1 階多目的ホール
問合先：教育総務課☎㊷ 8770

2016年　加西市成人式
日時：1/10（日）13:00 ～
受付 12:30
場所：健康福祉会館大会議室（ホール）
対象：市内在住の平成 7 年 4 月 2
日から 8 年 4 月 1 日に生まれた方
※市外へ転出された方も参加できま
すので、当日会場へお越しください
問合先：ふるさと創造課☎㊷ 8706

歳末たすけあい運動にご協力を
■つながりささえあうみんなの地域
づくり

「歳末たすけあい運動」が全国的に行
われ、加西市でも支援を必要とする
人たちが地域で安心して暮らすこと
ができるよう、地域の福祉活動を支
援しています。心のこもった「たす
けあい運動」になるよう、皆さまの
ご協力をお願いします。集まった募
金は「多くの方が地域で安心して新
年を迎えられるように」と、さまざ
まな事業に活用させていただきます。
問合先：加西市共同募金委員会（社
会福祉協議会内）☎㊸ 1281


	広報かさい12月号-14
	広報かさい12月号-15

