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講座・イベント

　ふるさと加西の残したい風景、伝えたい景色を切り取った写真を募
集します。Season1 ～ 3 の上位作品で平
成 30 年カレンダーを作製します。
募集作品／平成 29 年 6 ～ 9 月に撮影した
写真。理由やエピソードもお送りください。
募集期間／ 6 月 1 日（木）～ 10 月 2 日（月）
申込方法／応募用紙（市ホームページ）を現像した作品の裏側に添付
し、データとともに郵送または持参
申込先／〒 675-2395　加西市北条町横尾 1000 観光まちづくり協会

（文化・観光・スポーツ課内）☎ 42-8715

「加西の残したい風景」Season3 の写真を募集
　平成 29 年 2 ～ 5 月までに撮影された
ふるさと加西の残したい風景、伝えたい景
色を切り取った写真を展示します。皆さま
の投票により、上位作品を決定します。投
票者にもプレゼントがあります。
期間／ 6 月 10 日（土）～ 18 日（日）
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（文化・観光・
スポーツ課内）☎ 42-8715

ふるさと加西フォトコンテスト

「第10回北条の宿はくらんかい 出店者募集」 問合先／北条の宿はくらんかい実行委員会事務局
　　　　（文化・観光・スポーツ課内）☎42-8715

　「北条の宿はくらんかい」を北条町旧市街地を舞台に開催します。飲食や
物販、軽トラ市で、イベントを盛り上げてくださる方を募集します（募集期
間はいずれも7月14日（金）まで）。詳しくは市ホームページをご覧ください。

■開催日時／ 10 月 21 日（土）、22 日（日）10:00 ～ 16:00
■開催場所／北条町旧市街地

■飲食部門
自慢の腕を振るってください。
出展協力金／ 1 日 5,000 円　2 日間 7,000 円
※ 3m 角の正方形ブース。別途水道光熱費が必要。

■軽トラ市
車の荷台を利用して販売。場所は大年神社を予定。
参加費／ 1 日 2,000 円　2 日間 3,000 円

■物販部門
手作り雑貨などのギャラリーや販売、特産品販売。
参加費／ 1 日 2,000 円　2 日間 3,000 円

多くの人でにぎわった昨年の「北条宿はくら
んかい」

夏休み　産業・観光ツアー
市内には「モノづくり優良企業」が
多く、その技術・現場を見学・体験
することで「モノづくり」への興味・
関心を高めてもらうこと
を目的として、社会体験
学習を行います。
日時：7/26（水）、28（金）
各日 9:15 ～ 15:30
※企業 3 社を見学し、フラワーセ
ンターで昼食・見学をします。
集合場所：商工会議所または市役所
対象：小学 3 ～ 6 年生（保護者同伴）
参加費：1 組 1,000 円
定員：各日 20 組（40 人）
問合先：加西商工会議所☎ 42-0416

加西市吹奏楽団
 第25回定期演奏会

日時：6/25（日）開演 13:30
場所：市民会館文化ホール
客演：北条中・泉中吹奏楽部
曲目：音楽祭のプレリュード、リバー
ダンスなど
団員募集：高校生以上の方で、吹奏
楽の経験者や吹奏楽に興味のある方
※毎週金曜日の夜に市民会館で練習
問合先：加西市吹奏楽団（中野）
☎ 080-3132-4181

バウンドテニス体験教室
ルールはテニスとほぼ同じで、競技
スペースはテニスの 1/6。テニスの
経験も老若男女も関係なく、誰もが
楽しめる生涯スポーツです。
日時：7/13（木）、20（木）、27（木）
20:00 ～ 21:30
場所：北部公民館
参加費：無料
持ち物：体育館シューズ、タオル、
飲み物、運動のできる服装
※道具は無料で貸し出します。
募集期間：7/12（水）まで
※当日参加も可
申込先：加西市バウンドテニス協会

（井口）☎ 42-1358
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フットサルアカデミー 2017
プロフットサルチーム「デウソン神
戸」の選手らによる指導で、本物の
フットサルを楽しもう。
日時：7/5 ～ 11/15 の毎週水曜日

（全 20 回）小学生 17:00 ～ 18:30
大人 19:30 ～ 21:00
場所：多目的グラウンド
クラス：小学生／小学 1 ～ 6 年生
大人／ 16 歳以上（高校生可）
定員：各クラス先着 50 人
参加費：無料
申込：住所・氏名・電話番号を明
記し、 メール（bunka@city.kasai.
lg.jp ）で申し込みください。
※申込後、3 日以上たっても「受付
完了メール」の返信が届かない場合
は、電話でお問い合わせください。
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773

ニュースポーツ教室
 「スーパードライブ」

スーパードライブとは、ラージボー
ル（直径 4.4㎝のピンポン玉）を使っ
たダブルスの卓球です。速い打球を
打つのは禁止されていますので、初
心者と経験者の差が少なく、子ども
から高齢者まで誰でも楽しめます。
日時：7/12 ～ 8/30 の毎週水曜日

（全 8 回）19:30 ～ 21:00
場所：加西勤労者体育センター
対象：小学 4 年生以上
定員：先着 40 人
参加費：無料
持ち物：体育館シューズ、タオル、
飲み物
申込：住所・氏名・電話番号・年齢・
参加人数を明記し、電話または℻、
メールで申し込みください。
募集期間：6/1（木）～ 7/7（金）
申込先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773　℻ 42-8745
bunka@city.kasai.lg.jp

日時：7/30（日）13:00 ～ 16:00
場所：善防公民館
講師：十八代目太鼓屋六右衛門さん
対象：市内在住の小学 3 年生～中学 3 年生　※小学生は保護者同伴
定員：先着 30 人　　参加費：2,500 円（材料費）
持ち物：タオル、作業用手袋、作業のできる服装
募集期間：6/12（月）～ 30（金）　　申込先：人権推進課☎ 42-8727

夏休み太鼓作り教室
夏休みの思い出に、プロの職人さんの指導で
自分だけのオリジナル太鼓を作ります。

ふるさと再発見ハイキング
■あびき湿原観察会
日時：6/15（木）9:15 ～ 14:00
※小雨決行。当日参加も可。
集合場所：北条町駅
コース（約 4km）：北条町駅…網引
駅→南網引公会堂→あびき湿原→網
引駅…北条町駅
参加費：300 円（傷害保険料）
※昼食・状況により長靴持参
■自衛隊青野原駐屯地見学と俘虜収
容所跡を訪ねて
最新装備された現在の駐屯地と現隊
員の食事体験など、普段では入れない
基地内を見学します。
日時：7/25（火）9:20 ～ 13:30
※雨天決行
集合場所：市役所玄関前
定員：先着 30 人
参加費：2,000 円（バス代、昼食代、
保険代含む）
募集期間：6/20（火）まで

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

加西風土記の里ウォーク
■新日本歩く道紀行 100 選～水辺
の道～県下最大級「あびき湿原」
あびき湿原は県下最大級の湧水湿原
で、絶滅危惧種の動植物が多く生息
しています。また、播磨国風土記ゆ
かりの地の糠塚山も巡ります。
日時：6/20（火）10:20 ～
※雨天中止。申込不要。約 6km
集合場所：網引駅　参加費：無料
※昼食・状況により長靴持参
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

元気に 1・2「3B 体操」
ボール・ベル・ベルターの用具を使
い、音楽に合わせて体を動かしま
す。運動が苦手な方や初めての方、
一度体験してみませんか。
日時：6/24（土）10:00 ～ 11:00
場所：善防公民館
参加費：無料
持ち物：上靴、飲み物
問合先：公益社団法人日本 3B 体操
協会（坂田）☎ 090-2063-8621

南部公民館からのお知らせ
■男性講座「メンズカレッジ」
趣味探究コースとクッキングコース
を隔月で行います。料理を主体として、
趣味や生きがいを見つけませんか。
日時：毎月第 1 水曜日（全 10 回）
時間は偶数月 10:00 ～ 11:30、
奇数月 9:30 ～ 12:30
※初回 6/7。7 月以降でも参加可。
定員：先着 16 人
受講料：3,000 円（全 10 回分）
※別途材料費必要
■楽器にチャレンジ！「たて笛（リ
コーダー）を楽しむ」
日時：毎月第 4 月曜日（全 8 回）
13:00 ～ 14:30
※初回 7/24。8 月以降でも参加可。
定員：先着 15 人
受講料：2,400 円（全 8 回分）
※別途材料費必要
場所・申込先：南部公民館☎ 49-0041


