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加西市史を読む会
■中世「戦国の動乱と在田氏」
室町幕府の弱体化が進みいよいよ戦
国の世に突入します。加西市域北部
に勢力を広げる在田氏は、赤松一門
から独立勢力の性格を色濃くしてい
きます。戦国前期から織田軍団の播
磨侵入に至る在田氏の動静を見てい
きます。
日時：5/14（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☎ 42-4401

講座・イベント

兵庫教育大学公開講座
 「子どもの就学を支える」

子どもの学業や対人関係面での成功
につながる能力を高める方法につい
てお話しします。
日時：5/21（土）13:30 ～ 15:00
場所：兵庫教育大学加東キャンパス

（加東市下久米 942-1）
定員：先着 50 人
受講料：無料
申込：申込書（http://www.hyogo-u.
ac.jp/visitor/use/extension/）を FAX
募集期間：5/9（月）まで
申込先：国立大学法人兵庫教育大学
社会連携センター☎ 0795-44-2409
℻ 0795-44-2320

手話奉仕員養成講座
 入門課程受講者募集

聴覚障がい者（耳が聞こえない人）
の言語である「手話」を学びます。
初心者向けの講座です。
日時：6/4 ～ H29.1/28 の毎週土
曜日 19:00 ～ 21:00
場所：健康福祉会館
定員：先着 20 人
受講料：3,000 円程度（テキスト
代など）
募集期間：5/31（火）まで
申込先：地域福祉課☎ 42-8709

認知症家族の会
 「楽・笑・介」メンバー募集

「楽・笑・介（らく・しょう・かい）」
は、在宅で認知症の方を介護してい
る家族のサークルです。「楽しく笑っ
て介護しよう」をモットーに、仲間
と楽しい時間を過ごしませんか。
日時：5/23 ～原則毎月第 4 月曜日
10:00 ～ 12:00
場所：北部公民館第一研修室
対象：認知症の方を在宅で介護され
ている方
内容：茶話会、勉強会（認知症や介
護に関する講座、施設見学など）、
リフレッシュ講座（絵手紙、園芸、
日帰り研修旅行など）
定員：15 人
受講料：1 回 300 円※材料費等別途
申込先：長寿介護課☎ 42-8728

人権トーク＆ライブ
 「キラリ♡ハートフル講座」

語りとギター、口笛、ハーモニカな
どの音色を通して「人の心」を感じ
ていただく講座です。人権について
考えてみませんか
■第 1 回ギター「生涯ウキウキ楽
しく生きる」
日時：5/6（金）10:00 ～
講師：尾崎二郎さん（元 KCC ギター
講師）
■第 2 回口笛「口笛は僕の生きる力」
日時：6/3（金）10:00 ～
講師：小西智さん
■第 3 回ギター「いのち うた こころ」
日時：7/1（金）10:00 ～
講師：岩田勝さん（市人権教育協議
会会長）
■第 4 回ハーモニカとキーボード

「温故知新～歌でつづる昭和の人間
模様 2」
日時：8/5（金）10:00 ～
講師：永松國光さん（元兵庫県人権
啓発協会講師）
場所：市民会館 3 階小ホール
定員：先着 40 人
受講料：1,200 円（全 4 回分）
申込先：中央公民館☎ 42-2151

第 48 回加西市さつき展
加西市さつき同好会会員と出展者の
丹精込めて育てたさつき盆栽をご覧
ください。山野草の展示もあります。
日時：5/27（金）～ 29（日）
9:00 ～ 17:00 ※ 29 日は 15:00 まで
場所：アスティアかさい 3 階交流
プラザ
※作品展示希望者は、5/13（金）
までに申し込みしてください。
申込・問合先：北部公民館
☎ 45-0103

鶉野飛行場展　第2回神戸
 展示会・記念講演会

■展示会
鶉野飛行場の歴史やパイロット、紫
電改などの資料を展示。入場無料。
日時：5/3（火）11:00 ～ 16:00

4（水）10:00 ～ 16:00
5（木）10:00 ～ 15:00

場所：県民会館 9 階 902 会議室
■記念講演会
日時：5/5（木）14:00 ～ 16:00
場所：県民会館 9 階けんみんホール
講師：上谷昭夫さん（鶉野平和祈念
の碑苑保存会）／姫路海軍航空隊の
若者たち
入場料：500 円
問合先：鶉野平和祈念の碑苑保存会
☎ 48-4383

鶉野飛行場と戦争遺跡ガイ
 ドツアー

日時：5/15（日）10:00 ～ 14:00
集合場所：鶉野平和祈念の碑苑前
ガイド：上谷昭夫さん（鶉野平和祈
念の碑苑保存会）
定員：先着 20 人（要予約）
参加費：1,000 円（資料代・記念品）
申込先：鶉野平和祈念の碑苑保存会
☎ 48-4383



テーマ：「コミュニティスペースという創造の場～ゆるいつながりがまち
をおもしろくする～」　　ゲスト：長谷川香里さん（納屋工房代表）
日時：5/24（火）18:30 ～ 20:30　ゲストトーク

20:30 ～ 21:30　交流会
場所：えぇもん王国（北条町横尾 473-1）
参加費：ゲストトークは無料。交流会は 1,000 円。
申込先（要申込）：観光まちづくり協会☎ 42-8715

kanko@city.kasai.lg.jp
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ふるさと再発見ハイキング
■後藤又兵衛菩提寺開創 400 年の多
聞寺を訪ねて
加西市ゆかりの武将で、大坂の陣で
真田信繁（幸村）とともに活躍した
後藤又兵衛の菩提寺、多聞寺が開創
され 400 年になります。菩提寺を
訪ね、住職から講話をいただく予定
です。なお、NHK 大河ドラマ「真
田丸」では哀川翔さんが後藤又兵衛
役を演じます。
日時：5/28（土）9:15 ～ 12:30
※約 4km のコースです
集合場所：観光案内所（北条町駅）
参加費：300 円（保険代等）
※北条鉄道運賃が別途必要
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。加西風土記の里ウォーク

■三重の里と山下城跡散策コース
聖徳太子開基の常行院や、赤松則祐
の家臣であった浦上久松の居城と言
われる山下城跡を散策するコースで
す（約 8km）。
日時：5/17（火）10:40 ～
集合場所：播磨横田駅
参加費：無料　※昼食持参
主催：観光まちづくり協会
問合先：観光案内所☎ 42-8823
※申込不要。参加者にはハイキング
手帳をお渡しします。

かさいカルチャークラブ「初
 心者レディース健康マージャン」

頭の健康を保ちながら楽しめます。
初回のみ見学または無料で体験でき
ます。
日程：毎月第 2・4 金曜日（全 6 回）
10:00 ～ 12:00
※途中からの入会も可能です。
受講料：1 回 1,080 円×残り回数
場所・申込先：市民会館☎ 43-0160

加西おやこ劇場
 「おやこまつり」

■おやこミニ運動会
でかパンリレーや綱引き、パン食い
競争など。
日時：5/22（日）10:30 ～ 12:00
参加費：200 円
■子ども市
買い物チケットで、買い物体験をし
て遊びましょう。
日時：5/22（日）12:40 ～ 13:40
※ 14:00 からお楽しみ抽選会もあ
ります。
参加費：300 円

場所：善防公民館芝生広場
※雨天時は多目的ホール
募集期間：5/20（金）まで
申込先：加西おやこ劇場☎＆℻
43-0830（火・木・金 10:00 ～ 15:00）

食と健康ボランティア講座
期間：7 月～平成 29 年 1 月
曜日・場所：①原則火曜日／兵庫県
社総合庁舎　②原則木曜日／西脇市
健康づくりセンター※同じ内容です
ので、いずれかを選択してください。
対象：食を通した健康づくりに関心
のある方（男性歓迎）
内容：栄養の基礎知識、野菜たっぷ
りランチの実習、暮らしの中の衛
生、ウォーキングなど
定員：①先着 30 人　②先着 15 人
※開講1週間前に案内を送付します。
受講料：無料　※テキスト代と実習
の材料費 3,500 円程度が別途必要
申込先：加東健康福祉事務所（健康管
理課）☎ 0795-42-9365（内線 324）

写経体験 in 五百羅漢
五百羅漢石仏の御心に寄り添いなが
ら、写経体験をしてみませんか。
日時：5/8（日）10:00 ～ 12:00
場所：羅漢寺
対象：13 歳以上の方
定員：先着 10 人
参加費：1,500 円
主催：五百羅漢保存委員会・羅漢寺
申込先：羅漢寺（山田）☎ 43-0580

リラクゼーションストレッチ
腰痛や肩こりなど、身体にストレス
がかかっていませんか。ストレッチ
で体と心をほぐしてリフレッシュし
ましょう。
日時：6/25（土）10:00 ～ 11:30
場所：健康福祉会館
対象：20 歳以上の方で同館のトレー
ニング利用証のない方
定員：先着 20 人
参加費：無料
募集期間：5/9（月）～ 6/24（金）
申込先：健康課☎ 42-6700

加西まち活ゆめ広場
　市民が主体的に活動し、まちづくりに参加するまち。加西がそんな魅力
的なまちになるため、市民が学び、交流する場として「加西まち活ゆめ広
場」を始めます。毎月、まちづくり活動に関わるゲストをお迎えし、交流
していきます。自分でもできるまちとの関わり方を考えてみませんか。

長谷川さん


