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スポーツ大会の結果
■軟式野球（優勝チーム）
●近畿秋季Ｂ級／大和
●県学童／九会少年野球
■スポーツクラブ 21 グラウンド・ゴル
フ交流大会（5/21、多目的グラウンド）
1 位 内藤利勝　2 位 藤原一郎
■グラウンド・ゴルフすぱーく加西
杯（5/28、すぱーく加西）
1 位 坪木貞子　2 位 杉本文代
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773

テーマ：ご当地バーガーからひろがるつながり
ゲスト：碓井大介さん（たつのバーガーなどご当地食材を活用した洋食店経営）
日時：7/26（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）　 募集期間：7/22（金）まで
参加費：ゲストトークは無料。交流会は 1,000 円（軽食有）。
申込先：観光まちづくり協会☎ 42-8715　kanko@city.kasai.lg.jp

第3回  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、交流する場です。
自分でもできるまちとの関わり方を考えてみませんか。

碓井さん

北条鉄道「ビール列車」
日程：北条町駅発 18:50 ～ 20:20

（1 往復＋留置）
① 7/29（金）さゆりちゃんショー
② 7/30（土）KENGO × MINAKO
ショー
③ 8/ 5（金）藤野ひろ子ショー
④ 8/ 6（土）さゆりちゃんショー
集合場所：北条町駅
内容：ビール・お茶飲み放題、弁当・
枝豆・オニオンリング
※食べ物・飲み物の持ち込み可
定員：各便先着 40 人
料金：4,000 円（税込）
※列車で北条町駅へお越しの方は往
復無料券をお渡しします。
申込先：北条鉄道㈱☎ 42-0036

要約筆記者啓発講座
要約筆記とは、中途失聴者や難聴者
の社会参加のために話の内容をその
場で文字にして伝える方法です。講
座では聴覚障がいの基礎知識や要約
筆記の基本的な技術に触れることが
できます。
日時：8/10 ～ 9/28 の毎週水曜日
13:30 ～ 16:00　※全 8 回
場所：コミュニティセンターおの　
302 号室
対象：市内に在住・在勤の方
定員：20 人（催行最低人数に達し
ない場合は中止します）
受講料：無料
申込：申込書を FAX または持参
募集期間：7/22（金）まで
主催：北播磨意思疎通支援協会
申込先：地域福祉課☎ 42-8725
℻43-1801

バウンドテニス体験教室
ルールはテニスとほぼ同じで、競技
スペースはテニスの 1/6。テニスの
経験も老若男女も関係なく、誰もが
楽しめる生涯スポーツです。
日時：7/14（木）、21（木）、28（木）
20:00 ～ 21:30
場所：北部公民館
参加費：無料
持ち物：体育館シューズ、タオル、
飲み物、運動のできる服装
※道具は無料で貸し出します。
募集期間：7/13（水）まで
※当日参加も可
申込先：加西市バウンドテニス協会

（深田）☎ 45-0103

届けるよ！熊本に！親子で
 あそぼう♪ハート TO ハート

イベント参加費（材料代除く）を、
熊本地震の支援金として、メッセー
ジと共に被災地へ届けます。
日時：7/23（土）10:00 ～ 16:00
場所：イオンモール加西北条 1 階
樫の木コート
内容：お菓子の家づくり教室、ドキ
ドキ！ロビンフッド、２色のふわふ
わ綿菓子体験、スィーツデコ♪ケー
キみたいな写真たて、笑顔の似顔
絵、どうぶつ大好き！バルーンアー
ト、メッセージ伝言板
問合先：ハート TO ハート実行委員
会（高瀬）☎ 090-8215-5992

介護予防リーダー養成講座
高齢者の健康づくりや介護予防に取
り組む地域のリーダーを養成しま
す。全 4 回講座のうち、3 回以上の
参加で修了証をお渡しします。
日時：7/27（水）、8/3（水）、10（水）、
25（木）13:30 ～ 15:30　
場所：健康福祉会館
講師：市社会福祉協議会職員、栗
木剛さん（motto ひょうご）、NPO
法人リズム体操研究会、西岡江理子
さん（作業療法士）、川島まり子さ
ん（山本ヨガ研究所）ほか
内容：レクリエーション指導、介護
予防体操
定員：70 人（初心者優先）
参加費：無料
持ち物：体操のできる服装、汗拭き
タオル、飲み物、筆記用具
募集期間：7/22（金）まで
申込先：社会福祉協議会☎ 43-8133

加西市美術家協会展
会員 48 人の絵画・写真・書道・工
芸作品を展示します。入場無料。
日時：7/25（月）～ 31（日）
10:00 ～ 17:00 ※ 31 日は 16 時まで
場所：アスティアかさい 3 階交流
プラザ
問合先：同協会（高見）☎ 45-1205
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大人のラジオ体操教室
ラジオ体操第 1・2 の正しい動作を
3 回に分けて解説します。日々の健
康づくりに生かしましょう。
日時（時間は 10:00 ～ 11:00）
1 期  7/25（月）、8/1（月）、8（月）
2 期  8/15（月）、22（月）、29（月）
場所：健康福祉会館
対象：20 歳以上の方
定員：各期先着 30 人
参加費：1 回 150 円
募集期間：1 期は 7/22（金）まで。
2 期は 8/12（金）まで。
申込先：健康課☎ 42-6700

親子キッズサッカー
 フェスティバル

日時：7/24（日）10:00 ～ 12:00
受付 9:30 ～
場所：アクアスかさい
対象：5・6 歳の就学前の子どもと
保護者
参加費：500 円（参加賞あり）
申込：北播磨サッカー協会ホームペ
ー ジ（http://kitaharima-football-
association.jp/）“キッズ委員会”
から申し込みください。
主催：兵庫県サッカー協会、北播磨
サッカー協会
問合先：加西市サッカー協会（奥本）
☎ 49-1324

くらし

指定難病及び小児慢性特定疾
 病「医療受給者証」更新手続き

指定難病及び小児慢性特定疾病医療
受給者証の更新交付を希望される方
は手続きが必要です。受給者には案
内文書を送付しています。
対象：有効期間が 9 月 30 日までの
受給者証をお持ちの方で、10 月 1
日以降も引き続き受給者証の交付を
希望される方
受付期間：7/1（金）～ 8/31（水）
問合先：加東健康福祉事務所（地域
保健課）☎ 0795-42-5111

加西市史を読む会
■近代「教育の普及と保健・衛生の
目覚め」
明治時代半ば頃より町村の暮らしが
大きく変容していきます。今回は教
育と保健・衛生についてとりあげ、
現代社会では当たり前となっている、
教育制度と公衆衛生がどのように形
づけられてきたかをみていきます。
日時：7/2（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

市民会館からのお知らせ
■工事期間中の出入口は職員通用口を使用してください
　エントランス改修工事に伴い、コミュニティセンター正面玄関が使用で
きません。工事期間中は、職員通用口（噴水の奥）を使用してください。
ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。体のご不自由な方やお
荷物運搬の方は、事前にご連絡ください。
工事期間：7/19（火）～ 8/3（水）
■かさいカルチャーフェスティバル
日時：7/18（月）13:00 ～ 15:30
内容：講座発表／ジャズダンス、太極拳、ウクレレ、フラダンス、バレエ
ワークショップ／切り絵、スケッチ、粘土、トールペイント
体験教室／ダンス、バレエ、フラダンス、太極拳、ウクレレ、ギター
入場料：無料※スーパーボールすくいやポップコーンもあります（100 円）。
■カルチャークラブ中期受講生募集
講座：ダンス、バレエ、ハワイアンフラ、ウクレレ、太極拳、切り絵、美文字、
イスヨガ、バランスボール、風景画、体幹トレーニング、ピラティス、終活セミナー
■ 1day 講座「夏休み工作（粘土）」
日時：8/3（水）10:00 ～ 12:00　　受講料：1,380 円（材料費込）
場所・申込先：市民会館☎ 43-0160

障害者グループホームの
 整備費用を補助

障害者グループホーム整備にかかる
事業者公募要領を配布します（地域
福祉課窓口または市ホームページ）。
配布期間：7/15（金）～ 29（金）
説明会日時：7/21（木）10:00 ～
受付期間：8/8（月）～ 9/15（木）
※詳しくは市ホームページをご覧く
ださい。
問合先：地域福祉課☎ 42-8725

平和学習バスの旅
 in  ヒロシマ

広島平和記念資料館と原爆ドームを
訪れ、平和について考えましょう。
日時：8/10（水）7:30 ～ 18:30
集合場所：市役所
対象：市内在住の中学生
定員：40 人※多数の場合は抽選
参加費：無料
申込：7/20 までに、「平和学習バ
スの旅」と明記し、住所・氏名・年齢・
中学校名（学年）・電話番号・保護
者名をハガキまたは FAX、メール
申込先：〒 675-2395（住所表記不要）
秘書課☎ 42-8701　℻ 43-0291
hisho@city.kasai.lg.jp
※平和学習後に感想文を提出してい
ただきます。

加西市定例教育委員会
どなたでも傍聴できます。
日時：7/28（木）14:00 ～
場所：市役所 1 階多目的ホール
問合先：教育総務課☎ 42-8770


