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健康づくりウォーキング教室
安全で効果的なフォームや基礎知識
を身につけ、健康づくりに取り組み
ましょう。
日時：10/3、17、24、31、11/7
曜日は月曜日 10:00 ～ 11:30
※全 5 回
場所：健康福祉会館
対象：トレーニング利用証のない方
定員：先着 20 人
参加費：1 回 150 円
募集期間：8/5（金）～ 9/30（金）
申込先：健康課☎ 42-6700

加西市史を読む会
■中世「地侍の成長と村の信仰①」
戦乱が続く室町時代末期になると、
力のある百姓が武装し地侍や土豪と
呼ばれるようになります。有力農民
の武士化は、地域の共同体（惣村や
惣荘）の権益を守る手段でもありま
した。この共同体を構成するのが神
社や村堂の信仰圏であり、祭礼によ
り人々の結束力を高めていました。
今回は、加西市域の地侍と惣村につ
いてみていきます。
日時：8/20（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

播磨農業高校「播磨 Agri スクール」
　農業実習を生徒と一緒に体験できます。
場所：播磨農業高校（北条町東高室 1236-1）
申込：メールまたは往復はがきの往信用裏面に希望講座、返信用宛名面に
①住所②氏名③電話番号を記入し、8/10（水）までに申し込みしてくだ
さい。　※複数の受講希望者名の記入も可
申込先：〒 675-2321  北条町東高室 1236-1  播磨農業高校☎ 42-1050
harima-ahs@hyogo-c.ed.jp※詳しくは同校ホームページをご覧ください。

開催講座 日時 定員
樹になるブドウを収穫しよう！ 9/12（月）10:45 ～ 12:35 15 人
乗馬体験 10/ 7（金）10:45 ～ 12:35 20 人
乳加工の体験 10/20（木）13:35 ～ 15:25 10 人
サツマイモ ･ 黒大豆の収穫と試食 10/21（金）13:35 ～ 15:25 30 人
ブドウでジャムづくり 10/25（火）13:35 ～ 15:25 15 人
秋野菜の管理と収穫 10/31（月）10:45 ～ 12:35 10 人
草花の寄せ植えをしましょう！ 11/10（木）10:45 ～ 12:35 15 人

ふれあい祭り  2016
日時：8/27（土）17:00 ～ 21:00
※小雨決行
場所：ふれあいセンター広場（野条
町 166-1　北の端）
内容：ものまねショー、よさこい、
三味線、和太鼓など
※から揚げ、たこ焼き、焼きそば、
イカ焼き等の屋台もあります。
問合先：ふれあい祭り実行委員会

（中川）☎ 48-2521

簿記教室
日時：9/7 ～ 10/12 の毎週水曜日
13:30 ～ 15:30　※全 6 回
場所：社納税協会 2 階会議室
講師：佐藤孝一さん（税理士）
定員：先着 24 人
受講料：2,000 円（テキスト代含む）
※同協会の会員は無料
申込先：社納税協会　☎ 0795-42-
0360　℻ 0795-42-4449

フラワーセンター
 サマーイルミネーション

噴水のある 5,000㎡の花壇が約 10
万球のきらびやかな光で彩られてい
ます。
期間：8/5（金）～ 28（日）の金・
土・日曜日と 8/11（木）、15（月）、
16（火）　※時間は 18:00 ～ 21:00

（入園は 20:30 まで）
夜間入園料：大人 260 円
■歌とエレクトーンのコンサート
日時：8/12（金）、28（日）19:00 ～
■本場徳島阿波踊り
日時：8/21（日）18:00 ～
場所：フラワーセンター園内
問合先：県立フラワーセンター
☎ 47-1182

人権文化をすすめる市民のつどい
日時：8/21（日）13:30 ～ 15:50
場所：健康福祉会館大会議室
内容
○「人権文化をすすめる市民運動」
ポスター・標語入賞者、第 17 回「愛
の詩」入賞者の表彰式
○講演会「いのちを食べて  いのち
は生きる」／纐纈あやさん（映画監督）
問合先：人権推進課☎ 42-8727

平成28年度  播磨東青い鳥
 学級北支部（加西教室）

目の不自由な方を対象に、播磨東青
い鳥学級が開催されます。楽しいひ
と時を一緒に過ごしませんか？ガイ
ドヘルパーの付き添いがあります。
日時：9/30（金）、11/25（金）
10:00 ～ 15:00
場所：健康福祉会館　ほか
内容：一般教養講座や実用的な知識
の習得など
対象：身体障がい者手帳（視覚障が
い）をお持ちの方
定員：10 人
受講料：無料（保険料、弁当代、学
外研修費、教材費等負担あり）
募集期間：8/31（水）まで
申込先：生涯学習課☎ 42-8775
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スポーツ大会の結果
■野球（優勝チーム）
●西日本選手権／クールス
●近畿秋季 C 級／千石倶楽部
●ろうきん杯学童 1 次／善防クラブ
●ろうきん杯学童 2 次／泉クラブ
●チャレンジカップ秋季／富合少年団
■加西市・加東市合同卓球大会

（7/10、加西勤労者体育センター）
●シングルス（優勝者）
1 部／是常浩一郎　2 部／宮長遼司
3 部／藤本孝昭　　4 部／蓬莱夢輝
シニア／宮永久子
■グラウンド・ゴルフすぱーく加西
杯（6/18、すぱーく加西）
1 位 山本久美子　2 位 前田知十司
■グラウンド・ゴルフ協会長杯

（6/26、アクアスかさい）
1 位　栗山信男　2 位　井上明弘
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773

テーマ：加西、本を使ったコミュニティの場つくり
ゲスト：礒井純充さん（まちライブラリーの提唱者）
日時：8/18（木）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：8/15（月）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4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。

礒井さん

かさい♥しあわせ♥交流会（第 3 回）

■認知症しあわせ計画  つながる・
連携・和って  楽しい！！  IN 加西

「認知症になっていない」人は、「こ
れからなる」皆さんです。しあわせ
に生きていくために、早期発見する
ためのポイントを学びませんか。自
分や家族、隣人が認知症になる。そ
れまでにできることを！また、認知
症カフェの活動や地域・行政などと
の連携について、考えましょう。
日時：8/22（月）15:00 ～ 17:00
場所：市役所 1 階多目的ホール
講師：山口美保さん（加東健康福祉
事務所認知症対策業務嘱託員、認知
症ケア診断士）
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

青野原駐屯地盆踊り
日時：8/2（火）18:30 ～ 21:00
場所：青野原駐屯地
内容：総踊り、餅まき、打ち上げ花火
問合先：青野原駐屯地広報班
☎ 0794-66-7301

スポーツクラブ 21・バドっ
 子富合　参加者募集

バドミントンは、老若男女を問わず
楽しめる生涯スポーツです。現在の
会員は、小学生から 60 歳代まで、初
心者から中級者までが集うクラブで
す。お気軽に見学にお越しください。
日時：毎週日曜日
小学生／ 14:00 ～ 16:00
中学生以上／ 16:00 ～ 22:00
場所：富合小学校 体育館
参加費：1 回 500 円
※見学は自由にできます。
持ち物：上履き、ラケット、飲み物
問合先：同クラブ（藤原）
☎ 080-1468-0777

夏の加西・鶉野飛行場展
 講演会

■実物・模型展示
期間：8/7（日）～ 28（日）
■戦闘機「紫電改」大型模型展示等
期間：8/7（日）～ 14（日）
■講演会「紫電改と鶉野飛行場」
日時：8/14（日）14:00 ～ 16:00
講師：上谷昭夫さん（鶉野平和祈念
の碑苑保存会）　

入場：無料
場所：アスティアかさい 3 階
問合先：同保存会（三宅）
☎ 49-0759

市民会館からのお知らせ
■かさいサマーシネマ「ミニオンズ」
日時：8/28（日）
① 10:30 ～　② 13:30 ～
定員：各回 200 人
料金：500 円※保護者 1 人につき
3 歳以下のお子さま 1 人膝上無料
■パティシエが教えるスイーツ講座
日時：8/30（火）、9/27（火）、
10/25（火）13:00 ～ 15:30
講師：山本智恵さん（「お菓子の家
シェシエ」オーナーパティシエ）
定員：先着 20 人
受講料：全 3 回 8,040 円（材料費込）
持ち物：エプロン、三角巾、タオル
■自家製天然酵母のパン講座
日時：9/8（木）① 10:00 ～ 12:30
② 13:30 ～ 16:00
講師：井上はつみさん（自家製天然
酵母パン屋「りんごの香り」オーナー）
定員：先着 20 人
受講料：2,080 円（材料費込）
持ち物：エプロン、三角巾、筆記用具
場所・申込先：市民会館☎ 43-0160

世界のとびら
 太陽の国ブラジル編

サンパウロ出身のゲストを招いて、
ブラジルを紹介します。ブラジルの
食べ物の試食もできます。
日時：8/6（土）13:30 ～ 15:00
場所：アスティアかさい 3 階
OA ルーム
定員：先着 15 人
参加費：無料
申込先：NPO 法人ねひめカレッジ
☎ 080-4705-7122


