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講座・イベント

ボランティア養成講座
基礎的な学習を通して障がい者を正
しく理解し、障がい者や家族を地域
で支えるボランティアの養成や介護
に対する知識を深めていただくため
の講座です。
■精神保健ボランティア養成講座
「地域で支えるために！～精神疾患
と生活のしづらさの理解～」
日時：12/2（金）13:30 ～ 15:30
講師：板倉政子さん（加東健康福祉
事務所・保健師）
■ちょこっと介護ボランティア養成
講座「家でも安心！楽ラク基礎介護術」
日時：12/7（水）13:30 ～ 15:30
講師：上田哲さん（加西市社会福祉
協議会・介護福祉士）

場所：健康福祉会館研修室 1・2
定員：各回先着 30 人
参加費：無料
申込先：加西市ボランティア・市民
活動センター☎ 43-8133

県立農林水産技術総合セン
 ター「公開デー」

日時：11/19（土）10:00 ～ 15:00
※雨天決行
場所：県立農林水産技術総合セン
ター（別府町）
内容：農産物販売（ポットハボタン、
柿、梨、みかん）、生き物とのふれ
あい、顕微鏡観察体験など
問合先：同センター☎ 47-2408

介護・福祉総合フェア
市内の介護保険のグループホーム・
小規模多機能事業所が連携して行う
フェアです。
日時：11/6（日）13:00 ～ 16:00
場所：イオンモール加西北条  コス
モスコート
内容：認知症や介護の相談、介護保
険や福祉の相談、地域密着型サービ
ス事業所の紹介や就職説明会など
問合先：グループホーム・小規模多
機能型居宅介護事業所連絡会（代表・
真秀会グループホームなごやか  澤中）
☎ 49-0080（平日 9:00 ～ 18:00）

障がい者の社会参加を支援
 絵手紙講座＆料理教室
障がいの有無にかかわらず、どなた
でも参加できます。
■ピザ焼き体験
日時：12/3（土）10:00 ～ 14:00
場所：オークタウン加西
講師：石窯クラブ
定員：先着 30 人
参加費：500 円（食材費・保険料等）
募集期間：11/25（金）まで
申込先：NPO 法人さくらの家
☎ 43-3334　℻ 35-8338
■料理教室「栄養バランスを考え
て、しっかり食べよう！」
家庭料理の栄養や調理方法などを学
びます。
日時：12/3（土）9:00 ～ 13:00
場所：市民会館 2 階料理教室
講師：食育グループ「そら豆くん」
定員：先着 20 人　参加費：300 円
持ち物：エプロン、三角巾
募集期間：11/25（金）まで
申込先：加西聴覚障害者協会
（松本）℻ 49-2710

第23回わかばフェスティバル
加西特別支援学校の生徒による販売
（木工・陶芸・紙すき・織物作品、
お菓子等）などが行われます。
日時：12/2（金）13:00 ～ 14:30
場所：加西特別支援学校☎ 48-2304

2017年　加西市成人式
日時：H29.1/8（日）
式典 14:00 ～　受付 13:30
場所：市民会館文化ホール
対象：市内在住の平成 8 年 4 月 2
日から 9 年 4 月 1 日に生まれた方
※市外へ転出された方も参加できま
すので、当日会場へお越しください
問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706

ワールドカップ加西大会
市内外国人のサッカーチームと試合
をして、国際交流をしましょう。
日時：11/20（日）10:30 ～
場所：多目的グラウンド
参加費：無料
募集期間：11/13（日）まで
主催：MORE 地球家族
申込先：NPO 法人ねひめカレッジ
☎ 080-4705-7122
nehime@kasai-kokusai.info

加西市史を読む会
■中世「地侍の成長と村の信仰②」
前回の中世では、地侍の活動や住民
との関係から、惣村や惣郷の成り立
ちをみてきました。今回は日吉神社
七社立会神事を中心に、市内の神社
や仏堂・寺院の祭礼や信仰形態から
中世村をみていきます。
日時：11/12（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

古法華石仏祭り
多聞寺住職による読経や新石仏入魂
式、加古光会の「大根炊き（中風除
け）の接待」などが行われます。
日時：11/23（水）9:00 ～ 12:00
場所：古法華自然公園内「古法華寺」
周辺
問合先：古法華石仏保存会（中村）
☎ 48-3224

特別展「石仏信仰の歴史」
高室石や長石など石材が産出される
加西市では、古代から石の文化が発
達します。石は産業だけでなく、信
仰とも深く関わっています。パネル
展示を中心に、加西の歴史を石への
信仰から迫ります。
期間：11/1（火）～ 30（木）
9:00 ～ 17:00　※土日は休館
場所：埋蔵文化財整理室☎ 42-4401
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播磨農業高校郷土伝統文化継承クラブ（播州
歌舞伎）と市内の伝統芸能団体との合同開催
で伝統芸能を披露します。同高の野菜や花苗
が当たる抽選会もあります。

ふれあい伝統芸能フェスティバル

日時：11/23（水）10:00 ～ 13:00 小雨決行
場所：播磨農業高校　歌舞伎棟
出演団体：播磨農業高校、石部神社等祭り太鼓振興会、播州伊勢音頭振興
　　　　　会、播州音頭踊保存会、いずみ子供太鼓、ひまわりっ子クラブ、
　　　　　夢ふくふく（南京玉すだれ）
問合先：善防公民館☎ 48-2643

播磨農業高校「播磨農高祭」
　各科・コースの農産物（米・野菜・卵・切り花・鉢物など）を販売します。
日時：11/23（水）9:30 ～ 13:00　　場所：播磨農業高校☎ 42-1050

第14回照葉会水墨々彩画展
期間：11/22（火）～ 26（土）
9:00 ～ 22:00
場所：アスティアかさい3階交流プラザ
問合先：地域交流センター☎42-0106

カップシフォンケーキを
 デコレーションしませんか
添加物を使わずに体に優しい季節に
合わせたお菓子を作りませんか。
日時：① 12/2（金）クリスマス
② H29.1/24（火）バレンタイン
③ H29.2/23（木）ひなまつり
時間は 9:30 ～ 13:00
場所：オークタウン加西  調理室
講師：大谷幸子さん（シフォンケー
キ専門店こっこ）
定員：各回先着 10 人
材料費：1,500円（試食・お土産つき）
持ち物：エプロン、タオル、布巾、
保冷バック、筆記用具
申込：希望日・氏名・日中の連絡先・
キャンセル待ち希望の有無を明記の
上、メールで申し込みください。
※開催日の 7 日前までキャンセル
は受け付けますが、以降は材料費が
必要となります。申込は一人1回（複
数人の申込不可）。
募集期間：11/8（火）10:00 ～
問合先：オークタウン加西☎ 44-2595
oaktown@city.kasai.lg.jp

市民会館からのお知らせ
■トールペイント
筆と絵の具があれば、どんな素材に
も描けます。
日時：12/2（金）から第 1・3 金
曜日 13:30 ～ 15:30　※全 8 回
定員：先着 20 人
受講料：8,640 円（全 8 回）
※材料費 4,320 円別途必要
持ち物：水入れ、牛乳パック、雑巾、
筆
■ 1day 講座
テーマはクリスマスとお正月です。
日程・内容
12/1（木）自家製天然酵母のパ
ン講座「シュトレン」、12/2（金）
手作り人形（来年の干支にわと
り）、12/4（日）グラスデコ教室、
12/11（日）クリスマス飾り☆粘土
教室、12/23（金）飾り寿司（サン
タとトナカイ）、12/24（土）お正
月飾り生花教室
※時間・受講料など詳しくはお問い
合わせください。
場所・申込先：市民会館☎ 43-0160

大友剛＆鈴木翼
 おやこふれあいコンサート

日時：12/3（土）13:30 ～ 15:00
開場 13:00 ～
場所：西脇市民会館
参加費：1,000 円（会員は 800 円）
※ 3 歳未満無料（チケット必要）
問合・申込先：加西おやこ劇場
（火・木・金 10:00 ～ 15:00）
☎＆℻ 43-0830
※ホームページからも申込可。かさい♥しあわせ♥交流会（第6回）

■「障がい者の方々と関わるなかで
教えてもらったこと」～その人に
とって必要な関わりを身近な地域で
作ること～
「障がい者（児）相談支援センター
やすらぎ」が開所して 9 年の月日
が流れる中で、たくさんの人たちと
出会い、「誰もが暮らしやすいまち」
を模索しています。さまざまな事例
を通し、身近な地域で暮らすことに
ついて一緒に考えてみませんか。
日時：11/17（木）15:00 ～ 17:00
場所：市役所 1 階多目的ホール
講師：濱垣隆之さん　(障がい者（児）
相談支援センターやすらぎ )
対象：加西市でしあわせにくらした
い方、地域住民・専門職・行政職
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

スポーツ大会の結果
■野球（優勝チーム）
●播但選抜 B 級／山下クラブ
■グラウンド・ゴルフすぱーく加西
杯（9/24、すぱーく加西）
1 位 山本久美子　2 位 坪木貞子
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773

まちかど落語かい in大信寺
日時：11/20（日）14:00 ～
場所：大信寺（北条町北条 1256）
※駐車場は、すぱーく加西
出演：桂佐ん吉（2席）、桂あおば（1席）
定員：80 人（チケット前売り）
会費：500 円
企画・問合先：横尾歴史街道つどい
の会（水田）☎ 42-0057


