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テーマ：地域を編集する仕事
ゲスト：藤原明文さん（㈱インサイトラボ代表・TURNS アドバイザー）
日時：3/30（木）ゲストトーク 18:30 ～ 20:30  交流会 20:30 ～ 21:30
場所：えぇもん王国（北条町横尾 473-1）　募集期間：3/27（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11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。

藤原さん

日時：3/25（土）10:00 ～ 12:00　※申込不要　　会費：無料
場所：まちライブラリー＠網引ステーション前倉庫（網引駅前）
持ち物：テーマに沿った本を 1 冊（できれば、まちライブラリーに寄贈）
問合先：観光まちづくり協会☎ 42-8715

第4回加西まちライブラリー交流会「夢（元気をくれた本）」
加西まちライブラリーのひとつ「まちライブラリー＠網引ステーション」で、
あなたを元気にしてくれた本を持参して、みんなと夢を語り合いましょう。

要約筆記者啓発講座
要約筆記とは、中途失聴者や難聴者
の社会参加のために話の内容をその
場で文字にして伝える方法です。講
座では、中途失聴者や難聴者問題に
関する講義や手書きによる要約筆記
の基本的な技術を学びます。
日時：4/15 ～ 12/16 の毎週土曜日
13:30 ～ 16:30　全 30 回
※ 4/29、5/6、8/12、9/2、9/16、
9/23 を除く
場所：コミュニティセンターおの　
201 号室
対象：市内在住・在勤で 18 歳以上
の方。全日程の 8 割以上受講でき、
統一試験合格後、居住する市町で要
約筆記者として活動できる方。
定員：20 人（催行最低人数に達し
ない場合は中止します）
受講料：無料　※テキスト代 4,400
円と資料・材料費 600 円別途必要
申込：申込書を FAX または持参
募集期間：3/21（火）まで
主催：北播磨意思疎通支援協会
申込先：地域福祉課☎ 42-8725
℻43-1801

北播磨障害者（児）地域
 自立支援協議会講演会

■世界に羽ばたくバタフライマダム
リオパラリンピックに卓球で出場し
た別所キミエさんをお招きし、ご自身
の体験談をお話しいただきます。詳し
くは市ホームページをご覧ください。
日時：3/18（土）14:30 ～
受付 14:15 ～
※手話通訳、要約筆記あり。
場所：加東市滝野文化会館
講師：別所キミエさん（リオパラリ
ンピック日本代表）
定員：当日先着 300 人
参加費：無料
問合先：北播磨障害者（児）地域自
立支援協議会事務局
☎ 0794-63-1011

社納税協会「簿記教室」
日時：6/7 ～ 7/12 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：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

点字講習会
点字の知識と技術を学び、点訳ボラ
ンティアとして活動してみませんか。
日時：3/27（月）～ 31（金）
13:30 ～ 15:00　受付 13:00
※全 5 回
場所：健康福祉会館ふれあいの間 1
対象：中学生以上
定員：先着 10 人
参加費：無料
主催：加西点字教室
申込先：ボランティア・市民活動セ
ンター☎ 43-8133　℻ 42-6655

朗読ボランティア入門講座
基礎から正しい発声方法、アクセン
ト、朗読などを学び、「広報かさい」
や「新聞記事」を CD に録音して、
視覚障がいの方に送ります。
日 時：3/30、4/6、13、20、27、
5/11 毎回木曜日 13:00 ～ 15:00
受付 12:30　※全 6 回
場所：アスティアかさい 3 階集会室
対象：朗読ボランティアに関心があ
り、毎月第 1・2・3 木曜日に活動
していただける方
参加費：2,000 円
募集期間：3/23（木）まで
※ 5 人未満の場合は開講しません。
主催：朗読ボランティア「かしの実
グループ」
申込先：加西市社会福祉協議会
☎ 43-8133　℻ 42-6655

児童合唱団さるびあっ子
 第35回  定期演奏会

日時：3/18（土）14:00 ～
場所：アスティアかさい 3 階多目
的ホール
賛助出演：齊藤すず実さん（ヴァイ
オリン演奏）
問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706
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はりまブランド伝道師養成
 講座 in 加西

播磨の歴史文化、酒文化などを学
び、「はりまブランド伝道師」とし
て認定します。日本酒の試飲も行い
ますので、会場へは公共交通機関を
ご利用ください。
日時：3/25（土）13:30 ～ 15:00
場所：市民会館コミュニティセン
ター 3 階小ホール
定員：130 人（多数の場合抽選）
参加費：無料
募集期間：3/15（水）まで
主催：播磨広域連携協議会
申込先：神戸新聞事業社姫路支店

（平日 10:00 ～ 17:00）
☎ 079-285-2701

ひめじ帰農塾（きのうじゅく） 
 講義部門研修生募集

野菜・果樹・花苗栽培に必要な基礎
知識やより高度な知識が学べます。
■初心者コース
日時：5/7 ～ 12/3 の毎月第 1 日曜
日 10:00 ～ 12:00　全 8 回
対象：農業を始めたい、始めて間も
ない方
■経験者コース
日時：5/2 ～ 12/5 の毎月第 1 火曜
日 13:30 ～ 15:00　全 8 回
対象：農業経験者で、さらに知識を
深めたい方

場所：姫路市農業振興センター
定員：各コース 60 人※複数のコー
スを受講可。多数の場合は選考によ
り決定します（4 月中旬までに通知）。
受講料：各コース 3,000 円
申込：申込用紙（ハガキ可）に、コー
ス・住所・氏名・年齢・電話番号・
耕作農地の有無と面積・栽培作物・
応募動機を記入し、郵送または持参
※複数のコースを希望の方は、志望
順位も記入してください。
募集期間：3/17（金）必着
申込先：〒 679-2111　姫路市山田
町多田 1174-47　姫路市農業振興
センター☎ 079-263-2220

市民会館からのお知らせ
■かさいカルチャークラブ前期講座

（4 ～ 7 月）～受講生募集中～
講座：村上貴美子先生の健康料理教
室、親子で♡はぐはぐ、美感エクササ
イズ、初心者クラシックギター教室、トー
ルペイント、ハッピーウクレレ、小野六
花の美文字、キッズダンス、ジャズダン
ス、ロシア派バレエ、バランスボール、
イスヨガ、体幹深層トレーニング、伝
統太極拳、ハワイアンフラ、ピラティス
● 1day 講座
日程・内容：4/5（水）伝統和紙：
杉原紙で作る小物たち、4/24（月）
パティシエが教えるスィーツ講座、
4/30（日）菓遊館の和菓子教室
■トーク＆コンサートちさ子の部屋
音楽とおしゃべりの両方を楽しめる
欲張りなコンサートをお届けします。
日時：6/17（土）15:30 ～
※時間は変更になる場合があります。
出演：高嶋ちさ子さん、今野均さ
ん（ヴァイオリン）、榎戸崇浩さん

（ヴィオラ）、江口心一さん（チェ
ロ）、伊賀拓郎さん（ピアノ）
スペシャルゲスト：岸谷香さん
料金：4,800 円（全席指定）
※未就学児は入場できません。
チケット発売日（予定）：3/11（土）
場所・問合先：市民会館☎ 43-0160

「いこいの村はりま」　5月下旬から休館
「いこいの村はりま」耐震工事並びに設備・内装等の改修工事に伴い、全面休
館します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。休館中
は、他のひょうご憩の宿（赤穂・たんば・六甲・津名）をぜひご利用ください。
休館期間：平成 29 年 5 月下旬から 30 年 3 月下旬
問合先：いこいの村はりま☎ 44-1750
　　　　一般財団法人ひょうご憩の宿☎ 078-381-5250

第 5 回鐵心書道展
日時：3/27（月）～ 30（木）
9:00 ～ 17:00 ※ 27 日は 13:00 ～
17:00。30 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：書道研究  鐵心会

（三宅羅山代表）☎ 49-0331

スポーツ大会の結果
■グラウンド・ゴルフねひめ杯

（1/22、いこいの村）
1 位 山端正義　2 位 栗山信男
■グラウンド・ゴルフすぱーく加西
杯（1/28、すぱーく加西）
1 位 栗山信男　2 位 坪木貞子
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773

コツがわかる！  明日から
 作りたくなるキャラ弁講座

■キラキラした女性になるために
日時：3/19（日）10:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3 階キッ
チン室
講師：樽家智子さん

（BENTO artist）
対象：女性
定員：先着 8 人
参加費：300 円（材料代）
持ち物：エプロン、三角巾
募集期間：3/15（水）まで
申込先：ふるさと創造課☎ 42-8706

ふるさと加西フォトコンテスト
平成 28 年 10 月から 29 年 1 月ま
でに撮影されたふるさと加西の残し
たい風景を切り取った写真展を開催
します。皆さまの投票によって上位
作品を決定します。
期間：3/2（木）～ 9（木）
9:00 ～ 17:00
場所：アスティアかさい 3 階交流
プラザ
問合先：観光まちづくり協会
☎ 42-8715


