
日時：7/16（土）、17（日）、18（月・祝）
　　　北条町駅発 9:34、10:40、11:40、12:40 の 4 便を運行します。
参加費：大人 900 円、子ども 900 円（1 歳以上小学生以下の子どもにか
　　　　ぶと虫のつがいとピンバッチをプレゼント）
持ち物：虫かごまたは飼育ケース　　募集期間：6/13（月）～
申込先：北条鉄道㈱☎ 42-0036
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北条鉄道「かぶと虫列車」
　車内を木の小枝や葉で飾り森に見たてた

「かぶと虫列車」が、北条町駅と粟生駅間
を往復します。子どもには、かぶと虫のつ
がいをプレゼントします。

第31回加西市民音楽祭
 参加者募集

日時：11/3（木）13:30 ～
場所：健康福祉会館大会議室
内容：歌（独唱・合唱）、器楽
募集人（団体）数：先着 3 団体
参加資格：市内在住の個人または団
体（団体は構成員の半数以上が市内
在住または在勤のこと）
参加費：個人 5,000 円
団体 10,000 円　※学生無料
募集期間：7/31（日）まで
申込先：加西市音楽協会事務局

（柿本）☎ 48-3379

加西の野菜をたくさん使っ
 てカレーライスを作ろう

平成 27 年度に募集した「野菜たっ
ぷりオリジナルレシピ」の優秀作品
レシピの料理を作ります。「どうやっ
て野菜をたくさん食べたらいいか分
からない」「子どもや孫に野菜を食
べてほしい」という方大歓迎です。
日時：7/27（水）9:15 ～ 13:00、
8/4（木）9:15 ～ 13:00
場所：健康福祉会館 2 階栄養室
対象：5 歳以上の子どもとその保護者
定員：各日先着 12 組
費用：無料
持ち物：エプロン、三角巾、筆記用具
募集期間：6/1（水）～ 7/22（金）
申込先：健康課☎ 42-8723

スポーツ大会の結果
■少年野球（優勝チーム）
●高野山旗兼西日本学童／北条
●あかふじ米県ジュニア 1 次／善防
●あかふじ米県ジュニア 2 次／九会
■グラウンド・ゴルフすぱーく加西
杯（4/30、すぱーく加西）
1 位  前田知十司　2 位  恒川美智子
■グラウンド・ゴルフ協会長杯

（5/5、ぜんぼうグリーンパーク）
1 位　中井孝至　2 位　古川好春
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773

加西市吹奏楽団
 第24回定期演奏会

日時：6/26（日）開演 13:30
場所：加古川ウェルネスパーク　ア
ラベスクホール
曲目：火星・木星、もののけ姫など
団員募集：高校生以上の方で、吹奏
楽の経験者や吹奏楽に興味のある方
※毎週金曜日の夜に善防中で練習
問合先：加西市吹奏楽団（中野）
☎ 080-3132-4181

加西市・加東市合同卓球大会
日時：7/10（日）8:30 ～
場所：加西勤労者体育センター
参加資格：市内に居住、勤務、通学
する方
種目：シングルス（4 部制）、シニア

（60 歳以上）
参加費：300 円※高校生以下 100 円
申込：ハガキに住所・氏名・所属（学
校名）・種目を記入の上、申し込み
してください。※電話は不可
募集期間：7/2（土）必着
申込先：〒 675-2445 加西市殿原
町 906-1  卓球協会  大野隆司
☎ 090-4495-6508

ヴィッセル神戸
 加西市民応援デー

無料観戦チケット（バック自由席予
定）をプレゼントします。
カード：ヴィッセル神戸 vs 湘南ベ
ルマーレ
日時：7/17（日）18:00 ～
場所：ノエビアスタジアム神戸（神
戸市兵庫区御崎町 1-2-2）
対象：市内在住の方
定員：200 人（多数の場合は抽選）
申込：往復ハガキに①人数（4 人ま
で）②全員の郵便番号、住所、氏名、
年齢、電話番号を記入のうえ郵送。
募集期間：7/1（金）まで※必着
※当日窓口で、チケット 1 枚につき
200 円の発行手数料がかかります。
申込先：〒 652-0855 神戸市兵庫区
御崎町 1-2-1「ヴィッセル神戸加西
市民応援デー係」☎ 078-651-1222

フットサルアカデミー 2016 夏
プロフットサルチーム「デウソン神
戸」の選手による指導で、本物のフ
ットサルを楽しもう。
日時：6/22 ～ 8/10 の毎週水曜日

（全 8 回）　キッズ 17:00 ～ 18:30
大人 19:30 ～ 21:00　※小雨決行
場所：多目的グラウンド
クラス：キッズ／小学 4 ～ 6 年生
大人／ 16 歳以上（高校生可）
定員：各クラス先着 50 人
参加費：無料
申込：住所・氏名・電話番号を明
記し、 メール（bunka@city.kasai.
lg.jp ）で申し込みしてください。
※申込後、3 日以上たっても「受付
完了メール」の返信が届かない場合
は、電話でお問い合わせください。
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773
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加西市史を読む会
■近世「近世加西地域の経済②－紙
漉き流通と油稼ぎの展開－」
江戸時代の加西地域は河川舟運はも
とより、いくつもの街道が通り、陸
上交通も開けていました。そのため
酒造や綿業、絞油業が展開し、紙漉
きの流通、大工・木挽などをはじめ
とした諸職業の展開も見られました。
紙漉きの流通と油稼ぎを取り上げ、
生産や流通について見ていきます。
日時：6/11（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

くらし

こころの健康づくりを応援
うつ病やアルコール、睡眠障害など、
平成 29 年 3 月末までに行う「ここ
ろの健康づくり」の研修会や講演会
に対して、一定の経費を助成します。
対象：市内の団体や自治会、事業所
等※他の助成金等を利用時は対象外
助成額：上限 5 万円
募集団体数：先着 3 団体
申込期間：8/31（水）まで
申込先：健康課☎ 42-8723

学資困難な高校生へ奨学金
 を支給します

対象：市内に住所がある生活保護世
帯、またはそれに準じる家庭で高校
生の学資の支払いが困難な方
支給額：月額 6,000 円
申込期間：6/13（月）～ 30（木）
問合先：学校教育課☎ 42-8772
※詳しくは市ホームページをご覧く
ださい。

教科書法定展示会
県教育委員会は、教科書についての
関心や認識を深めることなどを目的
に、教科書法定展示会を開催します。
①日時：6/17（金）～ 7/2（土）
9:00 ～ 17:00 ※休館日 6/19、26
場所：西脇市生涯学習まちづくりセ
ンター（西脇市西脇 771-7）
☎ 0795-22-3111
②日時：6/17（金）～ 7/1（金）
10:00 ～ 18:00 ※休館日 6/30
場所：加西市立図書館☎ 42-3722
問合先：学校教育課☎ 42-8772

「こどもの救急電話相談」
 電話番号を一部変更

兵庫県が行う「小児救急医療電話相
談」の電話番号に一部変更がありま
した。夜間や休日にこどもの急な病
気・けがなどの相談ができます。
■変更なし（携帯電話、市外局番が
06・072 以外のプッシュホン回線
の場合）：☎♯ 8000
■変更後（ダイヤル回線・IP 電話、
市外局番が 06・072 の場合）
☎ 078-304-8899
問合先：健康課☎ 42-8723

10％お得！「ねっぴ～商品券」の受付開始
　加西商工会議所は、市内加盟店約 260 店で
使える 10% のプレミアム付き商品券（ねっぴ
～商品券）を 5,500 万円分販売します。

券面金額：1 枚 1,000 円　※つり銭は出ません。
購入方法：1 口（11 枚 11,000 円分の商品券）を 10,000 円で購入できます。
購入限度額：1 家族 5 口まで　※ 1 世帯ではありません。
※ 5 口をこえた申込分は無効となります。
申込方法：往復はがきの往信用裏面に①郵便番号②住所③氏名④電話番号
⑤希望口数、返信用宛名面に①郵便番号②住所③氏名を記入し、6/30（木）
までに申し込みしてください（持参不可。当日消印有効）。
※後日、購入券を返送します。ただし、応募が多数の場合は抽選。
販売場所・期間：加西商工会議所　7/16（土）～
使用期間：8/1（月）～ H29.1/31（火）まで
申込先：〒 675-2302　北条町栗田 11-15　加西商工会議所☎ 42-0416

加西市体育協会が体育施設
 などを管理

4 月から加西市体育施設とランドマ
ーク展望台の指定管理者が、特定非
営利活動法人加西市体育協会になり
ました。スポーツ団体やスポーツ少
年団、その他スポーツ関連団体と連
携をとり、スポーツ振興や青少年の
健全な育成活動に取り組み、利用者
の視点にたった施設運営を行いま
す。
指定管理者：特定非営利活動法人加
西市体育協会　☎＆℻ 47-1420
info@kasai-taikyo.com
管理事務所：加西勤労者体育センタ
ー（玉野町 1124-5）
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773

簡易耐震診断の無料実施
 住宅耐震化の助成

4 月 14、16 日に発生した熊本地震
では、昭和 56 年以前に旧耐震基準
で建てられた木造住宅に大きな被害
が出ました。災害に対する備えとし
て、簡易耐震診断を行い、住宅の耐
震性を確認しましょう。また、耐震
化に対するさまざまな補助制度があ
ります。詳しくはお問い合わせくだ
さい。
対象：昭和 56 年 5 月 31 日以前に
着工された住宅
簡易耐震診断費用：無料
問合先：都市計画課☎ 42-8753


