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図書館「夏休みキッズイベント」
■誰も知らない図書館を探検しよう
日時：7/24（日）15:00 ～ 16:30
場所：図書館
対象：小学生
定員：先着 15 人
■親子で楽しもうキッズ工作
日時：7/31（日）14:00 ～ 15:30
場所： アスティアかさい 3 階集会室
対象：小学生と保護者
定員：先着 20 組
■わくわく どきどき ふしぎな科学
マジック
日時：8/6（土）14:30 ～ 16:30
場所： アスティアかさい 3 階集会室
講師：西脇久美子さん（元幼児園長）
対象：小学生
定員：先着 28 人

参加費：無料
申込：図書館カウンターで申し込み
してください。
募集期間：7/9（土）10:00 ～
問合先：図書館☎ 42-3722

講座・イベント

■入居時期／市営住宅は 9 月上旬、県営住宅は 9 月下旬　※入居資格等の詳細は、施設管理課へお問い合わせください。
■受付期間／ 7 月 11 日（月）～ 25 日（月）　※申込書は 7 月 8 日（金）から配布します。

■入居を募集する住宅
団地名 家賃 戸数・面積・間取り

清水団地
（北条町西高室）

17,300 ～
42,200 円

5 戸・58 ～ 59㎡・
3DK（※ 1）

別府団地
（別府町）

18,900 ～
47,600 円

5 戸・68 ～ 71㎡・
3DK

吉野団地（吉野町）
車椅子対応

20,400 ～
46,800 円

1 戸・66㎡・3LDK
（※ 2）

吉野団地
（吉野町）

20,400 ～
47,200 円 2 戸・66㎡・3LDK

■市営住宅 ■県営住宅
■入居を募集する住宅

団地名 家賃 戸数・面積・間取り
北条鉄筋

（北条町北条）
17,600 ～
42,300 円

4 戸・58 ～ 61㎡・
3DK（※）

東高室高層・鉄筋
（北条町東高室）

20,700 ～
47,900 円 2 戸・55㎡・2DK

東高室高層・鉄筋
（北条町東高室）

24,500 ～
56,200 円

2 戸・65㎡・3LDK
（※）

市営住宅・県営住宅の入居者募集 問合先／施設管理課☎42-8750　℻42-1998
　　　　shisetsu@city.kasai.lg.jp

（※）夫婦または婚約者との 2 人
世帯で、合計年齢が 80 歳未満の
場合は申し込みできます。

（※ 1）清水団地には駐車場がありません。
（※ 2）吉野団地の車椅子対応は、車椅子を使用する方
が世帯にいることが条件です。

第16回加西市感染防止
 ネットワークフォーラム

日時：7/13（水）18:30 ～ 20:00
場所：アスティアかさい 3 階多目
的ホール
講師・内容
藤田勝也（加西病院）／気を付けた
い夏季感染症と予防策
岸本達希（加西病院）／医療・介護
施設における環境清掃の豆知識
※環境清掃に関連した商品も展示し
ます。
参加費：無料
問合先：加西病院総務課☎ 42-2200

加西病院ホスピタルフェア
日時：7/9（土）9:00 ～ 12:00
場所：加西病院
内容：院長・医師の講演、医療・介
護相談、健康チェック（動脈硬化度、
骨密度等）、体験コーナー（心肺蘇
生法、腹腔鏡手術模擬体験等）など
参加費：無料（一部有料検査有り）
問合先：加西病院フェア実行委員会
☎ 42-2200

第1回下里ふれあいフェスタ
 7/18（月）～ 24（日）

■蓮花ライトアップ大作戦～朝もよ
し夕べはなおよし蓮の花～
期間：7/18（月）～ 23（土）※消
灯時間は平日 21 時、土曜 22 時
■蓮花鑑賞、創作人形鑑賞
日時：7/23（土）16:30 ～ 21:30
※ 18 時から俳句教室、蓮酒（先着
30 人）、かき氷、素麺、焼きそば、
飲み物もあります。
■目指せ頂上！チャレンジ夏山！！

（善防山登山）
日時：7/24（日）集合 7:30
登山開始 8:00　※雨天中止
集合場所：ベルデしもさと公園
■ふれあい交流事業
日時：7/24（日）10:30 ～ 14:00
※雨天中止
内容：和太鼓演奏、ヒップホップダ
ンス、子育て相談会、ゲームコーナ
ー、かき氷、素麺、焼きそば、飲み
物、ポップコーン、フランクフルト

場所：ベルデしもさと公園
問合先：下里地区ふるさと創造会議

（佐伯）☎ 090-5460-4571
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子どもを伸ばす教養講座
■子は育ち、親も育つ。楽しまなくっ
ちゃもったいない
日時：7/31（日）14:00 ～ 15:30
場所：健康福祉会館大会議室
講師：高野優さん（育児漫画家、絵
本作家）
定員：先着 300 人
受講料：無料
募集期間：7/15（金）まで
■親子でつくろう－野菜スタンプの
エコバッグ－
日時：8/6（土）9:30 ～ 11:30
場所： 総合教育センター
対象：小学生と保護者
定員：先着 15 組
受講料：500 円（教材費）

申込：希望される講座のタイトルを
明記し、住所・氏名（フリガナ）・
性別・年齢・電話番号を FAX また
は電話で申し込みしてください。
申込先：総合教育センター
☎ 42-3723　℻ 42-4221

親子料理教室
加西のお米や野菜で
ライスピザとミネス
トローネを親子で作りましょう。
日時：8/16（火）11:00 ～ 13:30
場所：市民会館 2 階料理教室
対象：小学生とその保護者
定員：24 人（子ども・大人合わせて）
※多数の場合は抽選
参加費：1 人 300 円
募集期間：7/1（金）～ 15（金）
※申込用紙は市ホームページ
主催：加西市農村女性組織連絡協議会
申込先：農政課☎ 42-7523

ふるさと再発見ハイキング
■山下城跡登閣と古刹常行院
山下城跡は、「播磨鑑」に浦上久松
の居城として登場します。旧街道を
歩き石仏を訪ねながら城跡登閣と常
行院の文化財等を探訪します。この
度、市史編纂により測量調査が行わ
れ、数々の遺構が確認されました。
日時：7/15（金）9:20 ～ 13:30
※小雨決行
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
コース（約 4km）：北条町駅…播磨
横田駅→常行院→石造七重の塔→山
下城跡→播磨横田駅…北条町駅
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。

兵庫教育大学連携講座
■「しつけ（躾）」は誰が担ってきたか
　子どもや若者の素行を巡り、家庭、地域、学校の教育
力の低下を憂える声が高い。しかし、各言説の背景には、
実際に江戸時代以来の日本で、誰がどのように子どもや若者に教育力を及
ぼしていたのかについての根強い誤解があります。その誤解を解くことで、
家庭、地域、学校のあるべき協力関係を考える糸口が学べます。
日時：7/23（土）13:30 ～ 15:00　　定員：先着 100 人
講師：伊藤博之さん（兵庫教育大学准教授）　募集期間：7/15（金）まで

■北播磨 5 市 1 町・兵庫教育大学連携講「幸せに生きるために～自分を
見つめ、伸ばす～」
　人間にとっての幸せについての考え方を紹介します。その価値と共に、
その実現の難しさについても説明し、現代社会の中で「幸せに生きる」た
めに何が必要なのかを考えていきます。
日時：8/6（土）13:30 ～ 15:00　　定員：先着 200 人
講師：中間玲子さん（兵庫教育大学教授）　　募集期間：7/29（金）まで

場所：健康福祉会館大会議室　　受講料：無料
申込：住所、氏名（フリガナ）、性別、年齢、電話番号を電話または FAX、メー
ルで申し込みください。
申込先：人口増政策課☎ 42-8700  ℻ 43-1800  jinko@city.kasai.lg.jp

かさい♥しあわせ♥交流会（第 2 回）

■人生のさいごまで みんなで 花さ
かじいじ！ in 加西
花さかじいじにへんしーんして、人
生のさいごまでまわりのひとたちを
ハッピーにしませんか。
日時：7/21（木）15:00 ～ 17:00
場所：市役所 1 階多目的ホール
講師：内藤定正さん（地域で活躍中
のボランティア）
企画・協働：居宅介護支援事業所エ
ンゼルみわちゃん
問合先：福祉企画課☎ 42-8724

横尾まちかど落語かい
日時：7/24（日）14:00 ～ 16:00
場所：水田家（国登録有形文化財）
※駐車場は横尾公園など
出演：桂佐ん吉（落語）、加西マジッ
ク研究会（マジック）
定員：40 人（チケット販売）
会費：500 円（飲み物付）
※詳しくはお問い合わせください。
問合先：横尾歴史街道つどいの会

（水田）☎ 42-0057

アクアスかさいに常設グラ
 ウンドゴルフコースが完成

自由にグラウンドゴルフコース（8
ホール）を利用することができま
す。利用の際には、利用状況把握の
ため、管理棟に設置の名簿に名前と
参加人数を記入してください。
問合先：アクアスかさい☎ 42-3465


