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講座・イベント

市民会館からのお知らせ
■臨時休館（4/4 ～ 6）
耐震化工事に伴い、4 月 4 日（月）
か ら 6 日（水） 臨 時 休 館 し ま す。
ご理解とご協力をお願いします。
■カルチャークラブ前期受講生募集
講座：ジャズダンス（キッズ・一般）、
ロシア派バレエ、バランスボール、太
極拳、ウクレレ、切り絵、風景画、美
文字、ハワイアンフラ、イスヨガ、美
芯力トレーニング、健康マージャン
※見学または無料体験も可能です。
■ 1day 講座
●鯉のぼりケーキ講座
日時：4/26（火）13:00 ～ 15:30
受講料：2,580 円（材料費込）
●天然酵母のパン講座
日時：6/16（木）10:00 ～ 12:30
受講料：2,080 円（材料費込）
場所・申込先：市民会館☎ 43-0160

下水道施設見学会
家庭から出る排水が、どのようにし
てきれいになるかを知るための見学
会です。缶バッチなどのプレゼント
等もあります。
日時：4/24（日）10:00 ～ 14:20
場所：加古川上流浄化センター（小
野市黍田町 398-2）
参加費：無料
問合先：同センター☎ 0794-63-5554

加西市社会福祉協議会
 クリーンキャンペーン

3コースに分かれてゴミを拾います。
日時：4/17（日）9:00 ～ 10:00
※小雨決行
集合場所：健康福祉会館駐車場
参加者：誰でも参加可
※小学生以下は保護者同伴
問合先：加西市ボランティア・市民
活動センター☎ 43-8133

古法華春祭り
多聞寺住職による読経や山伏の「護
摩供養」などが行われます。
日時：4/10（日）9:00 ～ 12:00
場所：古法華自然公園内「古法華寺」
問合先：古法華石仏保存会（中村）
☎ 48-3224

グラウンド・ゴルフ協会杯
日時：5/5（木・祝）8:30 受付
※雨天の場合 5/15（日）に延期
場所：ぜんぼうグリーン
パーク
参加費：500 円（当日徴収）
定員：先着 200 人
申込：4 公民館にある申込用紙に記
入し FAX してください。
募集期間：4/5（火）～ 25（月）
申込先：グラウンド・ゴルフ協会

（大西）☎ 43-0313　℻ 20-7197
（杉本）☎＆℻ 46-0727

ちょっとおもっそい播州弁検定 問合先／図書館☎42-3722　℻45-3133
　　　　tosho@city.kasai.lg.jp

いくつわかる？「べっちょない」「めげる」「ごうわく」「せんどぶり」

きみも図書館員になってみよう！
　図書館スタッフとして、本等の貸出返却、イベント
のお手伝いなど、図書館員の仕事を体験できます。

場所／図書館内　　対象／小学 5・6 年生
定員／先着各 3 人　　参加費／無料
申込／図書館カウンターでのみ受付（電話不可）
募集期間／ 4 月 16 日（土）10:00 ～

日時／ 5 月 7 日（土）① 10:10 ～ 12:00（午前の部）
　　　② 14:10 ～ 16:00（午後の部）

　図書館では、長い歴史の中で地域に
息づく播州の方言、さらには郷土愛を
育もうと、「ちょっとおもっそい播州
弁検定」を行います。
　関西の方言の中でもひときわ個性を
放つ播州弁。図書館ではこの播州地域
独特の方言をはじめ、地域の歴史文化
に関する“郷土資料”を収集してきま
した。播州弁の魅力やおもしろさを感
じてもらうための検定です。播州弁に
興味を持たれている方であれば、お気
軽に受験してください。

■日時／ 6 月 5 日（日）13:30 ～　受付 13:00
■場所／アスティアかさい 3 階交流プラザ
■参加資格／中学生以上　■募集人数／ 80 人　■受検料／無料
■検定内容／三者択一で 100 問を出題。時間は 45 分で 70 問以上正解で
合格。　※全員に播州弁下敷き、合格者には合格証と播州弁トートバッグを
お渡します。
■持ち物／Ｂのエンピツ、消しゴム、受験票（受付後送付します）
■申込方法／所定の申込書に必要事項を記入し、持参または郵送、FAX 等
で申し込み（電話不可）
■募集期間／ 4 月 15 日（金）～ 20 日（水）　※申込多数の場合は抽選
■申込先／〒 675-2312　加西市北条町北条 28-1　図書館
℻ 45-3133　tosho@city.kasai.lg.jp
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ふるさと再発見ハイキング
■絶景の道を歩こう

「新日本歩く道紀行 100 選」の一つ
に認定された善防山・笠松山縦走路

（加西アルプス）。標高は 250 ｍと
低いですが、岩場や鎖場もあり、ま
るでミニアルプスです。
日時：4/16（土）9:15 ～ 14:30
※雨天中止
集合場所・時間
観光案内所（北条町駅）9:15 また
は善防公民館 10:00
コース：約 4km（北条町駅→播磨
下里駅→善防公民館→善防山→吊橋
→笠松山→善防公民館→播磨下里駅
→北条町駅）　※昼食持参
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。スポーツ大会の結果

■野球（優勝チーム）
●中学協会選手権／北条中
●全日本学童／善防
●チャレンジカップ学童／富合
■揖龍バスケットボール大会（2/28、
新宮スポーツセンター）／小学生男
子の部　1 位　加西
■グラウンド・ゴルフすぱーく加西
杯（2/27、すぱーく加西）
1 位　仲井満男　2 位　葭田徳了
■グラウンド・ゴルフ協会長杯

（3/6、ぜんぼうグリーンパーク）
1 位　西脇美春　2 位　原田至
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773

春のチャレンジ空手無料体験
親子のコミュニケーションや健康な
心と体作りにチャレンジしましょう。
日時：4/29（金）10:30 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3 階ライ
トスポーツスタジオ
対象：幼児から中学生まで
※小学生以下は保護者同伴
定員：先着 20 人
参加費：無料
持ち物：運動のできる服装、飲み物、
タオル
申込先：地域交流センター登録団体
拳武会館加西支部（井上）
☎ 090-4035-1941

健康で活動的な生活を
■自宅でできる減量エクササイズ教室
効果的に脂肪を減らすために、有酸
素運動や筋力トレーニン
グ、ストレッチを組み合
わせた運動を行います。
心地よく汗をかき、快適
に過ごしましょう。
日時：5/16 ～ 6/13 の毎週月曜日
10:00 ～ 11:30　※全 5 回
参加費：1 回 150 円
募集期間：5/13（金）まで
■身体のメンテナンス「ストレッチ
教室」
ストレッチはスポーツ中のケガの予
防になり、疲労回復を早くすること
ができます。肩こり、腰痛予防にも
効果があり、健康維持に役立ちま
す。ストレッチをマスターして活動
的な生活に役立てましょう。
日時：5/28（土）10:00 ～ 11:30
対象：20 ～ 50 歳までの方
参加費：無料
募集期間：5/27（金）まで

場所：健康福祉会館
定員：各先着 20 人
※同館のトレーニング利用証のない
方が対象です。
申込先：健康課☎ 42-6700

第 1 回加西風土記の里ウォーク
「加西風土記の里ウォーク 2016」
を年間 10 回行います。6 回以上参
加の方には「踏破賞」、10 回参加の
方には「完歩賞」を進呈します。
■県立フラワーセンター散策コース
日時：4/24（日）10:30 ～
約 10km　※雨天中止
集合場所：播磨横田駅
参加費：無料　※昼食持参
主催：神鉄コミュニケーションズ、
観光まちづくり協会
問合先：観光まちづくり協会
☎ 42-8715

第3回加西市観光まちづくり活動交流会（まち活）
　観光まちづくりの活動団体や市民と交流し、「ま
ちづくり」に関わるきっかけにしませんか。
日時：4/17（日）13:30 ～ 16:00
場所：アスティアかさい 3 階交流プラザ
内容：①まちづくり団体の活動報告　②団体同士やまちづくり活動に興味の
ある市民との交流　③「観光推進基本計画」策定委員長の吉兼秀夫教授（阪
南大学国際観光学部）による講演　④活動報告のパネル展示（4/17～24午前）
問合先：観光まちづくり協会☎ 42-8715

オークタウン加西テニスコー
 トがリニューアルオープン

オークタウン
加西のテニス
コートを全面
改 修 し、3 月
20 日（ 日 ）
から利用できるようになりました。
人工芝を張り替え、きれいになった
テニスコートをご利用ください。
施設：砂入り人工芝コート 2 面
時間：9:00 ～ 17:00
料金：1 時間 400 円
予約：使用する日の属する月の 2 カ
月前から電話またはインターネット
※インターネット予約は事前登録が
必要です。
問合先：オークタウン加西
☎ 44-2595
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