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ふるさと再発見ハイキング
■陽松寺（ようしょうじ）と小谷石仏
赤松家ゆかりの北条町小谷周辺の史
跡を歩いてみませんか。
日時：2/27（土）9:30 ～ 12:00
※小雨決行
集合場所：すぱーく加西駐車場
コース：約 4km（小谷大歳神社→
乳の井戸→小谷石仏→阿弥陀堂→五
輪塔→陽松寺）
参加費：300 円（保険代等）
主催：歴史街道ボランティアガイ
ド、観光まちづくり協会
申込先：観光案内所☎ 42-8823
※当日参加も可能です。

講座・イベント

聴いて遊んで楽しむ
 落語三人会

日時：3/21（月）14:00 開演
出演：桂米平さん、桂米紫さん、桂
二乗さん（立体紙芝居・玉すだれ・
落語）
料金：一般 1,200 円
中学生以下・75 歳以上 1,000 円
※未就学児は入場できません。
場所・申込先：市民会館☎ 43-0160

スポーツ大会の結果
■野球（優勝チーム）
●西日本 2 部／伊東電機
●協会選手権 1 部／大和
●協会選手権 2 部／レクサス
●学童協会選手権／富田
●学童但馬ドーム杯／北条
■グラウンド・ゴルフすぱーく加西
杯（12/19、多目的グラウンド）
1 位　嶋崎すみこ　2 位　安藤章右
■グラウンド・ゴルフ会長杯

（12/20、いこいの村芝生広場）
1 位　栗山信男　2 位　仲井満男
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773

グラウンド・ゴルフ協会杯
日時：3/6（日）8:30 受付
※雨天の場合 3/13（日）に延期
場所：ぜんぼうグリーンパーク
定員：先着 200 人
参加費：500 円（当日受付で徴収）
申込：公民館にある申込用紙を FAX
募集期間：2/5（金）～ 25（木）
申 込 先： 同事務局（大西） ☎ 43-
0313  ℻ 20-7197（電話は午後 8
時以降）または同事務局（杉本）
☎＆℻ 46-0727

ジビエ（鹿肉）料理のモニターを募集
　ジビエ料理のおいしさを知ってもらおうと、加西
市ジビエ促進委員会と加西市が連携して、ジビエ料
理の試食会を行います。

■昼の部
日時：2/10（水）① 12:00 ～ 13:00　② 13:00 ～ 14:00
対象：女性　※子どもの同伴可　定員：先着 15 人　参加費：500 円
メニュー：前菜、鹿の内モモ肉カツレツ、パン、デザート、ドリンク
■夜の部（①または②を選択）
日時：2/10（水）18:30 ～ 20:00　　定員：先着 15 人
参加費：① 2,000 円　② 2,500 円
メニュー：①ジビエ 3 種盛り合わせ（鹿の内モモ肉カツレツ、鹿の背ロー
ス肉のロースト  RAKAN とベリーのソース、鹿の外モモ肉の赤ワインと赤
味噌煮込み）　②加西のお酒 2 種と①のジビエ料理

場所：創作イタリアン  gottuo（北条町横尾 307-2）
募集期間：2/6（土）まで　　申込先：地域交流センター☎ 42-0106
問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706

2月26日の「播磨国風土記
 講座」は中止

講師の光田和伸先生のご都合によ
り、2 月 26 日（金）の播磨国風土
記講座は中止させていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解の
ほどお願いします。講座の再開につ
いては、ホームページ（播磨国風土
記 加西）などでお知らせします。
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8756

花壇コンクールのパネル展
老人クラブ対象の花壇コンクールに
応募のあったサルビアや葉ボタンの
写真を展示します。各地域の老人ク
ラブでは、毎年サルビアや葉ボタン
を大切に育てられています。また、

「花いっぱい運動」に協力していた
だいている花づくりボランティアの
活動写真も展示しています。
期間：2/22（月）～ 3/4（金）の
平日 8:30 ～ 17:15
場所：市役所 1 階エントランスホール
問合先：都市計画課☎ 42-8753

北播磨有機農業講座
低コストで、おいしく安全良質な野
菜づくりについて学びます。
日時：2/26（金）13:00 ～ 15:30
場所：兵庫県社総合庁舎  別館 4 階
会議室（加東市社字西柿 1075-2）
講師：保田茂さん（神戸大学名誉教
授）
対象：有機農業に関心のある方
定員：先着 80 人
参加費：無料
募集期間：2/19（金）まで
申込先：北播磨地域ビジョン委員会
事務局☎ 0795-42-9513
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加西市史を読む会
■近代「明治後半期の郡制と地方行政」
明治時代半ばより大正時代にかけて
の短い期間に、地方行政制度の一つ
として郡制がしかれました。郡制や
それにまつわる地方行政、その他加
西郡立図書館設置に関することにつ
いて解説します。
日時：2/6（土）10:30 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：生涯学習課職員
定員：先着 60 人
参加費：無料
問合先：生涯学習課市史文化財係
☎ 42-4401

公民館からのお知らせ
■南部公民館「春を楽しむ手芸教室」
小物を春色に替えておしゃれを楽しみましょう。
日時・内容
① 2/18（木）13:30 ～ 16:30　デコパージュ
② 3/ 3（木）13:30 ～ 15:30　パッチワーク
③ 3/17（木）13:30 ～ 15:30　ビーズネックレス
定員：先着 15 人　　参加費：900 円　　材料費：3,300 円
持ち物：はさみ（小）、平筆、筆拭き、水入れ
場所・申込先：南部公民館☎＆℻ 49-0041

■中央公民館『ふるさと加西再発見講座』特別公開講座
　～ NHK 大河ドラマ『真田丸』に学ぶ～
日時：3/19（土）10:00 ～ 11:30　　場所：市民会館 3 階小ホール
講師：黒田美江子さん　　定員：先着 100 人　　受講料：300 円
申込先：中央公民館☎ 42-2151　℻ 42-1453

くらし
就職支援セミナー

■『聴き方』を聞いてみませんか？
採用面接でも入社後でもコミュニ
ケーションは大切です。話すことも
大切ですが、「聴き方」についても
一緒に考えてみませんか。
日時：2/24（水）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

国籍事務の取り扱いの変更
加西市に住所のある外国人の日本国
籍の取得（帰化・国籍取得）につい
ては、神戸地方法務局社支局で手続
きをしていました。2 月 1 日（月）
以降は、神戸地方法務局加古川支局
または姫路支局で手続きをしてくだ
さい。相談は予約制ですので、事前
に電話でご確認ください。
管轄法務局：加古川支局／〒 675-
0017　加古川市野口町良野 1749
☎ 079-424-3555
姫路支局／〒 670-0947　姫路市北
条一丁目 250　☎ 079-225-1915

北播磨地域看護職
 合同就職説明会

日時：2/13（土）14:00 ～ 16:00
場所：やしろ国際学習塾大会議室

（加東市上三草 1175）
対象：看護学生や仕事を探している
看護職の方
内容：病院や施設の紹介・相談など
参加費：無料　※予約不要
参加施設：北播磨地域で正社員採用
予定のある加西病院など 12 施設
問合先：北播磨総合医療センター

（看護部・高田）☎ 0794-88-8800

ハンセン病補償金の申請手
 続期限は 3月31日まで

過去にハンセン病にかかったことが
ある方には、国から補償金（和解一
時金）が支払われています。すでに
亡くなられた方や療養所に入所した
ことがない方も対象となります。プ
ライバシーは固く守られますので、
お早めに手続きをしてください。詳
しくは、厚生労働省のホームページ
をご覧ください。
手続期限：3/31（木）
相談・問合先：厚生労働省（難病対
策課）☎ 03-5253-1111 内線 2369 東播磨・北播磨中堅中小

 企業就職説明会
日時：3/3（木）13:30 ～ 16:00
場所：加古川プラザホテル（加古川
市加古川町溝之口 527）
対象：平成 29 年 3 月大学等卒業予
定者
参加事業者：約 30 社
問合先：加古川公共職業安定所
☎ 079-421-8638

加西市定例教育委員会
どなたでも傍聴できます。
日時：2/23（火）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

献血は身近にできるボランティア
安定した血液確保のため、一人でも
多くの方の献血が必要です。皆さま
のご協力をお願いします。
日時：① 2/7（日）10:00 ～ 11:45、
13:00 ～ 16:00　 ② 2/10（ 水 ）
10:00 ～ 12:00、13:15 ～ 16:00
場所：①イオンモール加西北条
②加西市役所
主催：①加西北条ライオンズクラブ
②加西ライオンズクラブ
問合先：健康課☎ 42-8723
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