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テーマ：「地域資源を活用した仕事のつくり方」
　　　　～東北の小さな漁村で生まれた、ものづくりの物語～
ゲスト：友廣裕一さん（一般社団法人つむぎや代表）
日時：12/12（月）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：12/9（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8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。

友廣さん

テーマ：大好きな人にプレゼントしたい「あなた」の一冊
ゲスト：三皷由希子さん（伊丹市立図書館ことば蔵カエボン部）
日時：12/20（火）18:30 ～ 20:00　※申込不要
場所：まちライブラリー＠えぇもん王国　　参加費：無料
持ち物：テーマに沿った本を 1 冊（まちライブラリーに寄贈）
申込先：観光まちづくり協会☎ 42-8715

第1回加西まちライブラリー交流会
10 月から市内 14 カ所で開設された加西まちライ
ブラリー（広報かさい 10 月号参照）。この度、本
を通じて人とつながる第 1 回交流会を開催します。

市民ロードレース大会
期日：12/18（日）小雨決行
※雨天 の場合12/23（金）に延期
場所：善防中学校周辺コース（日本
陸連ハーフマラソン公認コース）
参加資格：市内に居住・
勤務・通学している方
種目：男女別年齢別に計
23部門
男子小学1年生以下～ 60歳以上

（1,000m ～ 5,000m）の 13部門
女子小学1年生以下～ 25歳以上

（1,000m ～ 3,000m）の 10部門
※詳しくは、加西市陸上競技協会
ホームページ（http://www.haaa.
jp/~kasai/）をご覧ください。
参加費：高校生以上400円、小・中
学生300円※当日受付時に納金
募集期間：12/7（水）まで
申込先：加西市陸上競技協会（稲岡）
☎49-0200、48-2077

スポーツ大会の結果
■野球（優勝チーム）
・播但選抜 A 級／ B. ウイルス
・播但選抜 C 級／加西ロイヤルズ
・但馬ドーム杯学童（1 次）／九会
・但馬ドーム杯学童（2 次）／富合
■グラウンド・ゴルフ協会会長杯

（10/16、青野運動公苑）
1 位 山端正義　2 位 仲井満男
■グラウンド・ゴルフすぱーく加西
杯（10/29、すぱーく加西）
1 位 杉本文代　2 位 杉本信彦
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773

モールウォーキング
ウォーキングの基礎を身に付け、運動
指導員と歩きましょう。保健師によ
る血圧の測定や健康相談もあります。
日時：12/15（木）、1/15（日）、
2/15（ 水 ）、3/15（ 水 ）10:00 ～
12:00　※申込不要
場所：イオンモール加西北条 2 階コ
スモスコート
参加費：無料
持ち物：飲み物、汗拭きタオル、イ
オンモールウォーキング健康ポイン
ト対象のWAONカード（お持ちの方）
※動きやすい服装と靴で参加ください。
問合先：健康課☎ 42-8723

加西風土記の里ウォーク
■北条鉄道縦断イルミネーションハ
イクコース
満天の星のもと、イルミネーション
で飾った北条鉄道各駅を巡ります。
日時：12/17（土）16:30 ～
※雨天中止。申込不要。
集合場所：網引駅
コース（約 15km）：網引駅→田原
駅→法華口駅→播磨下里駅→長駅→
播磨横田駅→北条町駅
参加費：無料
※小学生以下は保護者同伴。
持ち物：懐中電灯、防寒具、雨具、
夜光たすき、軽食
主催：観光まちづくり協会
問合先：観光案内所☎ 42-8823

ふるさと再発見ハイキング
■巡礼道を辿って～法華山一乗寺～
いにしえの巡礼者
が通ったであろう
巡礼道を辿って、
西 国 三 十 三 カ 所
二十六番札所の法
華山一乗寺を訪れます。
日時：12/19（月）9:20 ～ 14:30
※雨天中止
集合場所：北条町駅待合室
参加費：300 円（保険代）
※別途、北条鉄道運賃や入山料など
1,400 円程度必要
コース（約 5km）：北条町駅…法華
口駅→一乗寺→一乗寺バス停…法華
口駅バス停→法華口駅…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。
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市民会館からのお知らせ
■かさいカルチャークラブ後期（12
～ 3 月）　受講生募集
1 日無料体験や見学もできます。
内容：ダンス（キッズ～大人）、バ
レエ（幼児～大人）、ハワイアンフラ、
ウクレレ、太極拳、イスヨガ、体幹
トレーニング、バランスボール、ピ
ラティス、美文字、トールペイント
■クリスマス会やダンス・歌など
で、貸館・貸室ご利用ください
会議室や料理教室、遊技室など 14
タイプの貸室があります。お一人様
からでも利用できます。開館時間は
午前 9 時から午後 10 時。年末年始

（12/28 ～ 1/4）を除き無休です。
※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

始めよう、日本語ボランティア
外国人の生活に必要な日本語を教え
るボランティア養成講座です。
日時・内容：① 1/22、29、2/5「日
本語ボランティア研修」　② 2/12、
19、26「 日 本 語 教 育 能 力 検 定 試
験 に む け て」　 ※ 時 間 は 13:30 ～
15:00。曜日は日曜日。
場所：アスティアかさい 3 階会議室
定員：各コース先着 15 人
※ 2 名以下の場合は開講しません。
参加費：各コース 1,500 円
※会員 800 円
申込先：NPO 法人ねひめカレッジ
☎ 080-4705-7122
nehime@kasai-kokusai.info

くらし

介護職員初任者研修受講料
 の一部を補助

介護事業に従事する人材の育成と事
業所への定着を図り、介護職を目指
す市民の就労を支援するため、研修
受講費用の一部を補助します。
対象（次のすべてを満たす方）
①介護職として、介護保険サービス
事業を行う市内の事業所に、3 カ月
以上継続して就業している方
※市内居住者は、市外の事業所に雇
用されている方も対象です。
②研修の終了日が、申請日前 1 年
の期間内であること
③他に研修費用に対する補助を受け
ていないこと
補助金額：受講料の 1/2 または 3
万円のいずれか低い額
問合先：長寿介護課☎ 42-8788

ソフトボールアカデミー
大学女子ソ
フトボール
大会優勝な
どの実績の
ある環太平
洋大学女子
ソフトボール部から、ウォーミング
アップの方法やスキルトレーニング
を学びます。
日程：12/23（金）
※雨天の場合は随時順延
場所：アラジンスタジアム
クラス・時間
中級クラス（小学 5・6 年生、中学生、
一般）13:00 ～ 14:50
上級クラス（高校生以上）
15:00 ～ 17:00
定員：各クラス先着 50 人
参加費：無料
申込先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773　℻ 42-8745
bunka@city.kasai.lg.jp

かしの木学園公開講座
■エンディングノートで未来をかえる
これまでの人生、これからの人生の
ために、一度は聞いておきたいお話
です。
日時：12/13（火）10:00 ～ 11:30
場所：市民会館 3 階小ホール　
講師：竹裏由佳さん（エンディング
ノートセラピーⓇアドバイザー）
定員：先着 15 人
受講料：無料
申込先：中央公民館☎ 42-2151

就職支援セミナー
■求職活動の心構え　～充実した人生を過ごすための気づき～
日時：12/8（木）14:00 ～ 16:00　場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：中本渉さん（産業カウンセラー・キャリアコンサルタント）
定員：先着 20 人　　受講料：無料
申込先：加西市ふるさとハローワーク☎ 42-7600

■特定創業支援事業「かさい創業塾」
創業にかかる「財務」、「経営」、「人材育成」、「販路開拓」などの基礎を学
びます。かさい創業塾を含む「特定創業支援事業」を受けることにより、
国の支援施策を受けることができます。また、セミナー終了後に個別相談
会を行いますので、希望者はお申し込みください。
日時：1/14（土）、22（日）10:00 ～ 17:00　　場所：加西商工会議所
講師：細川祐三さん（中小企業診断士）　ほか
対象：創業を検討中の方、準備を進めている方、創業されて間もない方
定員：先着 15 人　受講料：無料　申込先：加西商工会議所☎ 42-0416
■個人事業者の所得税入門講座
日時：12/5（月）、7（水）、9（金）、12（月）18:30 ～ 20:40
場所：加西商工会議所　　　講師：柳瀬誠之さん（税理士）
内容：青色申告決算書や所得税確定申告書の作成、消費税 10％への対策、
軽減税率導入に伴う実務処理、消費税確定申告書の作成（個別相談）
定員：先着 10 人　受講料：無料　申込先：加西商工会議所☎ 42-0416

加西商工会議所からのお知らせ


