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　ひまわりルームの「ひよっこタイム」「わくわくタイム」は、保育所（園）
や幼稚園に就園していない幼児が初めて経験する集団遊びの場です。
　いろいろなおもちゃを利用して親子や友達と遊ぶほか、保育士による歌や手
遊び、絵本の読み聞かせ、パネルシアターなどのお楽しみ時間があり、遊びな
がら社会性を身につけることができます。また、子育てに関する不安や悩みも
気軽に相談員に相談できます。親子で遊んで育児の不安を解消しましょう。

ひよっこタイム わくわくタイム
対象 市内在住で 1歳以上の未就園の幼児とその保護者 市内在住で 3歳以上の未就園の幼児とその保護者

開催日・定員 月・水曜日　いずれも親子 45組（計 90組） 金曜日　親子 20組

利用方法 いずれかの曜日に登録し週1回利用（10:00～11:30） 登録し週 1回利用（9:15 ～ 10:30）

開設場所 健康福祉会館第 2棟 2階　ひまわりルーム（児童療育室）☎ 42-6704

申込開始日
申込方法

4 月 4日（火）から受付を開始します（先着順）。
電話・FAXまたは開設場所に来室し、登録してください。

その他 ※ 4月 14日（金）から開設。費用は無料。生後 3カ月未満の乳児の来室はできません。
※「ひよっこタイム」と「わくわくタイム」両方の登録はできません。

※ひまわりルームの子育て支援事業は、加西市から NPO 法人まーぶるキッズに委託し実施しています。

「登録制ひろば」の参加親子を募集

場所 ぜんぼうキッズ（善防公民館内）☎＆℻ 48-3404　　ほくぶキッズ（オークタウン加西内）☎＆℻ 44-0719
対象 市内在住で 0歳から就園前の乳幼児とその保護者

活動日
月 2回、次の①②のいずれかで登録してください。活動時間は 10:00 ～ 11:30、費用無料
①第 1・3週の火曜日から金曜日のいずれかの曜日
②第 2・4週の火曜日から金曜日のいずれかの曜日（ただし、木曜日は平成 28年 4月以降生まれ）

定員 各曜日グループ 15組

内容 歌、手遊び、親子体操、おもちゃ作り、季節遊び（行事）、遠足、子育て講座など

申込 4 月 7日（金）までに各キッズへ電話・FAXまたは来館して登録してください。

※ほくぶキッズの登録制ひろばの活動期間は、10 月からオークタウン加西改修工事のため、9 月までとなります。

問合先／こども未来課☎42-8726　℻42-8731
　　　　kodomo@city.kasai.lg.jp

ひまわりルーム

ぜんぼうキッズ・ほくぶキッズ
　ぜんぼうキッズとほくぶキッズには「登録制ひろば」があります。0 歳から保育所（園）や
幼稚園に入るまでの乳幼児が集う、親子・家族・地域のふれあいの場です。
　親子遊びやお友だちとの体験遊びを通して、交流の輪を広げ、仲間とともに子育てを楽しみ
ましょう。子育ての相談も受け付けしています。

ねひめ・ぜんぼう・ほくぶキッズの開園時間を拡大
　平成 29 年 4 月から「いつでも誰でも自由に遊べるひろば」を拡充するため、ひろばの開園
時間を 9 時から 16 時までとします。開園時間を長くして皆さんをお迎えします。登録、利用
料は必要ありません。お気軽にお越しください。
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講座・イベント

こころの健康づくりセミナー
3 月は自殺対策強化月間です。全国
で自殺により多くの尊い命が失われ
ており、加西市も例外ではありませ
ん。自殺やうつ病に対する理解を深
め、各自がこころの健康に関心を持
つこと、人と人のつながりを広げて
いく地域づくりを推進することが自
殺予防につながります。誰かを気づ
かい、誰かの声に耳を傾ける「ゲー
トキーパー」という生き方を学んで
みませんか。
日時：3/6（月）13:30 ～ 15:00
場所：健康福祉会館 2 階研修室
講師：竹田伸子さん（大阪彩都心理
センター代表、臨床心理士）
参加費：無料
問合先：福祉企画課☎ 42-8724

横尾歴史街道みてあるき
期間：3/26（日）～ 4/2（日）
10:00 ～ 15:00
場所：横尾歴史街道
内容：北条保育園児のおひなさま作
品、北条小児童の絵画などを展示。
水田家（大正 11 年建築）を公開。
手まり、おひなさま飾り、軽食・喫
茶（水田家）、お茶席・喫茶・パッ
チワーク展（井上家）。
● 3 月 26 日限りのお楽しみ
日時：3/26（日）11:00 ～
内容：マジックショー、南京玉すだ
れ、オカリナ演奏、髙井家公開（嘉
永 4 年 建 築）、 お そ ば（ゆ か い な
麺々）、フリーマーケット

問合先：横尾歴史街道つどいの会
（水田）☎ 42-0057
※一緒に盛り上げてくれる方募集中

第 40 回　町親善
 ソフトボール大会参加募集

日時：4/23（日）8:30 ～
※雨天の場合 4/30（日）
場所：アラジンスタジアム（開会式）他
参加資格：1 町 1 チーム（20 人以
内）、市内在住者に限る、学生不可
参加費：1 チーム 7,000 円
募集期間：4/3（月）まで ※必着
申込：申込書と参加費を加西市体育
協会事務局へ
申込先：〒 679-0107　加西市玉野
町 1124　同事務局☎ 47-1420

加西風土記の里ウォーク
■小谷城跡と「北条の宿」散策コース
日時：3/28（火）10:40 ～ 約 6km
※雨天中止。申込不要。
集合場所：北条町駅
参加費：無料　※昼食持参
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：観光まちづくり協会
☎ 42-8715

五百羅漢石仏作品展
「石彫り体験」の一般参加者 10 人
と北条東小 6 年生 9 人が制作した
ミニ石仏を展示します。
期間：3/1（水）～ 13（月）
9:00 ～ 17:00
場所：羅漢寺境内ギャラリー
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8715

第 9 回西国街道北条の宿
 “想い出のひな飾り展”

県歴史的景観形成地区の北条のまち
なみで、各家庭で 20 ～ 60 年間保
管されてきたひな飾りを展示。
期間：4/2（日）まで
※時間は 10:00 ～ 16:00
場所：北条の宿界隈（12 家族 1 施設）
主催：NPO 法人まちづくり北条
問合先：観光案内所☎ 42-8823

かさい♥しあわせ♥交流会（第 7 回）

■「家で暮らすために ･･･ 今私たち
ができること」
～加西市☆認知症しあわせ計画～
超高齢社会となり、私たちを取り巻
く状況や環境も大きく変化していま
す。人生のさいごまで、どう暮らす
か。みんなで共有しながら、一緒に
考えてみませんか。
日時：3/7（火）15:00 ～ 17:00
場所：市役所 1 階多目的ホール
ゲスト：山口美保さん（加東健康福
祉事務所  認知症ケア専門士）
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
※お好きな飲み物を持参ください。
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

みんなの福祉フェスタ 2017
「障がいのある人もない人も誰もが暮らしや
すいまちに」をテーマに、市内の障害福祉事
業所や特別支援学校の紹介、バザーなどを行
います。また、「みんなの大切な思いを一つ
にする」そんなメッセージを発信できるよう、
来場者が参加できるイベントを企画していま
す。障がいについて知り、誰もが暮らしやす
いまちについて考えてみませんか。

日時：3/12（日）10:00 ～ 15:30
場所：アスティアかさい 3 階地域交流センター
内容：市内の障害福祉事業所や特別支援学校の紹介やバザー・作品展、ス
　　　テージパフォーマンス、楽しく学ぶ防災ワークショップ、盲導犬の
　　　デモンストレーション、アロマセラピー、メイクショー、フェスタ
　　　限定のパン屋さん、討論会など
問合先：みんなの福祉フェスタ実行委員会（事務局・やすらぎ）☎ 42-6708


