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テーマ：農家だからできる「まちづくり」、「マチヅカイ」
ゲスト：小川陽平さん（小川農園株式会社、生パスタ工房&農家イタリ 
　　　　アン PastaSorisso）
日時：11/16（水）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：11/14（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7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。

小川さん

グラウンド・ゴルフ協会杯
日時：12/11（日）8:30 ～
※雨天の場合 12/18（日）に延期
場所：ぜんぼうグリーン・パーク
参加費：500 円（当日徴収）
定員：先着 200 人
申込：市内 4 公民館にある申込書
に記入し下記へ
募集期間：11/5（土）～ 25（金）
申込先：同協会事務局  大西（20 時
以降）☎ 43-0313　℻ 20-7197
杉本☎＆℻ 46-0727

キラキラした女性（自分）
 になるために

■自分を見つめる方法、つたえます
日常に追われているあなた、ふと自
分を見つめる時間を一緒に過ごしま
せんか。
日時：11/23（水）10:00 ～ 11:30
場所：アスティアかさい 3 階交流室
講師：大氏しおりさん（セラピスト）
対象：女性
定員：先着 15 人
参加費：無料
申込先：ふるさと創造課☎ 42-8706

加西市社会福祉協議会
 クリーンキャンペーン

日時：11/13（日）9:00 ～ 10:00
※小雨決行
集合場所：加西市役所東側駐車場
※誰でも参加できます。ただし、小
学生以下は保護者同伴。
持ち物：帽子、軍手、火ばし
問合先：加西市ボランティア・市民
活動センター☎ 43-8133

第16回加西市書道展
会派を越えた書風の作品を展示。
日時：11/6（日）～ 9（水）
9:00～17:00※6日は13:00から。
9日は 16:00 まで。
場所：アスティアかさい 3 階交流
プラザ
問合先：加西市書道文化協会
（三宅）☎ 49-0331

ふるさと再発見ハイキング
■紅葉の名所奥山寺と石部神社皇塚
古墳を訪ねて
皇女が葬られていると伝わる石部神
社背後の三津山山頂にある皇塚古墳
と、紅葉の名所奥山寺を訪ねる歴史
ロマンの旅です。
日時：11/25（金）9:00 ～ 13:30
※小雨決行
集合場所：いこいの村はりま
定員：先着 50 人（要予約）
参加費：1,500 円（昼食・保険代）
コース：いこいの村はりま→石部神
社・皇塚古墳→奥山寺→いこいの村
はりま（昼食）　※いこいの村はり
まのバスで巡ります。
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

レンコン掘り
■下里地区
日時：11/20（日）
13:00 ～
※小雨決行
場所：上野田町蓮池（同町公民館北）
参加費：無料
持ち物：備中鍬、スコップ、バケツ、
ゴム手袋、ゴム長靴（胴長等）など
問合先：下里地区ふるさと創造会議
（岩田）☎ 48-2086
■大工町
日時：11/27（日）9:00 ～ 12:00
※雨天の場合は 12/4（日）に延期
場所：大工町字寺の下 383
参加費：500 円
問合先：大工町区長（神田徹）
☎ 45-1143

松方コレクション展
加西市の所蔵するスキッ
プワース「おしゃべり女
（婦人の肖像）」など、約
160 点を展示。
期間：11/27（日）まで
※時間は 9:30 ～ 17:30（土曜日は
19:00 まで。入館は閉館の 30 分前
まで）。月曜日は休館。
場所：神戸市立博物館（神戸市中央
区京町 24）
入館料：一般 1,500 円、高校・大
学生 1,100 円、小・中学生 600 円
問合先：同博物館☎ 078-391-0035

MUSIC FANTASY FESTA
音楽を通して、ジャンル・世代・国
境を越え、誰もが楽しめる音楽イベ
ントです。
日時：11/13（日）13:00 ～ 16:00
場所：丸山総合公園
出演：加西市吹奏楽団ほか
主催：関西大学加西市音楽化計画サ
ポート委員会（播州いのべ～団）
問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706
同委員会（山本）☎080-4393-4791
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加西風土記の里ウォーク
■玉丘史跡公園と山伏峠散策コース
播磨国風土記に記された根日女物語
の舞台である玉丘史跡公園と山伏峠
を散策します。
日時：11/6（日）10:40 ～
集合場所：北条町駅
コース（約 8.5km）：北条町駅→玉
丘史跡公園→山伏峠→亀山古墳→北
条町駅
■紅葉の国宝一乗寺と加西の地酒散
策コース
国宝一乗寺の紅葉などを楽しむこと
ができます。
日時：11/22（火）10:30 ～
集合場所：播磨下里駅
コース（約 11km）：播磨下里駅→
法華山一乗寺→富久錦→法華口駅

参加費：無料　※昼食持参
※ハイキング手帳をお渡しします。
主催：神鉄コミュニケーションズ、
観光まちづくり協会
問合先：観光案内所☎ 42-8823

くらし

東播都市計画地区計画の縦覧
内容：①「倉谷町産業公園地区地区
計画」の変更案
②「鶉野飛行場跡地地域資源活用地
区地区計画」の素案
期間：① 11/1（火）～ 15（火）
② 11/16（水）～ 30（水）
閲覧場所：都市計画課（平日 8:30
～ 17:15）、4 公民館、地域交流セ
ンター　※市ホームページでも閲覧
できます。
意見提出：縦覧期間中に閲覧場所に
ある意見書を提出してください。
問合先：都市計画課☎ 42-8753

日時：① 12/6（火）　② 12/14（水）　③ 12/21（水）
※時間は 13:30 ～ 15:30　　場所：健康福祉会館
内容・講師：①認知症の理解を深める／三宅恵行さん（加西市ねひめキャ
ラバン・メイト）、②ユニークな体操を取り入れスマートエイジング！！
／廣畑貞一さん（加東市運動指導士）、③ふれあいいきいきサロンの活動
紹介／森昭代さん（賀茂・下里・九会いきいきリーダークラブ代表）、筧
和代さん（下宮木村町ふれあいいきいきサロン）
定員：先着 50人　　参加費：無料　　募集期間：11/30（水）まで
持ち物：体操できる服装、タオル、飲み物、筆記用具
申込先：社会福祉協議会地域福祉課☎ 43-1281

介護予防リーダー養成講座
介護予防に関する基本的な知識や方法を身に
つけ、各町での「あったか推進のつどい」「い
きいき委員会活動」「いきいきサロン」などで、
高齢者の健康づくりや介護予防の輪を広げる
リーダーを養成する講座です。主な内容は、
レクリエーションや介護予防体操の体験、地域活動の紹介です。

11 月は「労働保険適用促
 進強化期間」
労働者（正規・非正規雇用）を 1
人でも雇い入れた場合、事業主は労
働保険（労災保険・雇用保険）の加
入手続きをして、労働保険料を申
告・納付することが義務付けられて
います。労働者が安心して働けるよ
う、加入手続きを進めましょう。
問合先：西脇労働基準監督署
☎ 0795-22-3366　ハローワーク
西脇☎ 0795-22-3181

全国一斉「女性の人権ホッ
 トライン」強化週間
夫・パートナーか
ら の 暴 力 や セ ク
シャルハラスメン
トなど、女性をめ
ぐる様々な人権問
題について、電話相談に応じます。
相談は無料。秘密は厳守します。
日時
11/14（月）～18（金）8:30～19:00
11/19（土）、20（日）10:00～17:00
相談電話番号：0570-070-810（全
国共通ナビダイヤル）
相談員：人権擁護委員、法務局職員
問合先：神戸地方法務局人権擁護課
☎ 078-392-1821

ふるさとの“水の路”
 交流セミナー

■「播磨国風土記の世界」シリーズ
講演会
身近な暮らしの中でふるさとを再認
識できる場です。
日時：12/3（土）14:00 ～ 15:30
場所：アスティアかさい 3 階多目
的ホール
演題：玉丘古墳群と長持形石棺
講師：和田晴吾さん（兵庫県立考古
博物館館長）
定員：先着 80 人
参加費：無料
申込：住所、氏名（ふりがな）、年齢、
性別、電話・℻番号を、FAX また
は郵送
募集期間：11/25（金）まで
問合先：〒 673-1431　加東市社字
西柿 1075-2　東播磨流域文化協議
会事務局（北播磨県民局  県民交流
室内）☎ 0795-42-9447
℻ 0795-42-7535

加西市定例教育委員会
どなたでも傍聴できます。
日時：11/28（月）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


