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市民会館からのお知らせ
■ 6 月の 1day 講座
●パティシエが教えるスイーツ講座③
日時：6/12（月）13:00 ～ 16:00
受講料：2,680 円（材料費込）
●自家製天然酵母のパン講座
日時：6/22（木）10:00 ～ 12:30
受講料：2,780 円（材料費込）
●手作り人形教室①②
日時：6/24（土）、7/8（土）
10:00 ～ 12:00
受講料：4,160 円（材料費込）
■かさいカルチャーフェスティバル
講師や受講生による、年に一度の講
座発表会（太極拳、ウクレレ、ハワ
イアンフラ・ロシア派バレエ等）で
す。入場無料、ワークショップあり。
日時：7/23（日）13:00 ～ 17:00
場所・問合先：市民会館☎ 43-0160

認知症家族の会
 「楽・笑・介」メンバー募集

「楽・笑・介（らく・しょう・かい）」は、
在宅で主に認知症の方を介護してい
る家族のサークルです。「楽しく笑っ
て介護しよう」をモットーに、仲間
とホッと一息つきませんか。
日時：原則毎月第 4 月曜日
10:00 ～ 11:30 
※ 6/26 は生活支援アドバイザーに
よる「生活支援サポート事業につい
て」
場所：北部公民館
対象：認知症の方を在宅で介護され
ている方
受講料：1 回 300 円※材料費等別途
申込先：長寿介護課☎ 42-8728

日時：6/17（土）13:30 ～ 16:30　開場 12:30
場所：健康福祉会館　　定員：当日先着 400 人　　参加費：無料
問合先：古代鏡展示館☎ 47-2212

古代中国鏡  千石コレクションの魅力を語る
古代鏡展示館・開館記念フォーラムとして、考古学、美
術史学、分析科学など、古代中国鏡に関連する分野の研
究者が千石コレクションの価値と魅力に迫ります。

狩猟免許試験
■ 1 回目
日程・場所：7/22（土）姫路市、
29（土）養父市・洲本市（わな猟
試験のみ）、8/28（月）神戸市
申込期間：6/5（月）～ 23（金）
■ 2 回目
日程・場所：9/6（水）姫路市、
16（土）神戸市、30（土）三田市
申込期間：7/24（月）～ 8/10（木）
※県猟友会による狩猟免許受験者対
象の講習会（8 月開催）や、市の狩猟
免許等取得費用の補助制度もありま
す。詳しくはお問い合わせください。
問合先：農政課☎ 42-8718

農業体験教室「青空教室」
日時・内容：① 7/15（土）9:00 ～
12:00　ジャガイモ「はりまる」の
収穫と多品種食べ比べ
② 10/28（土）9:00 ～ 12:00　イ
ネの収穫と但馬牛とのふれあい体験
場所：神戸大学食資源教育研究セン
ター（鶉野町）
対象：原則両日参加できる市内の小
学 4 年生以上の子どもと親
定員：15 組（多数の場合は抽選）
参加費：無料（保険料別途必要）
募集期間：6/30（金）まで
申込先：ans-aozora@office.kobe-u.
ac.jp
問合先：神戸大学食資源センター事
務係☎ 49-0341

スポーツ大会の結果
■野球（優勝チーム）
・高松 1 部／伊東電機
・天皇賜杯／伊東電機
・明石城旗学童／泉
・県ジュニア学童／泉
■ゲートボール春季大会

（4/13、市民グラウンド）
1 位 別府　2 位 朝妻
■グラウンドゴルフねひめ杯

（4/16、オークタウン加西）
1 位 仲井満男　2 位 山本久美子
■グラウンドゴルフすぱーく加西杯

（4/29、すぱーく加西）
1 位 坪木貞子　2 位 山本久美子
■協会長杯グラウンドゴルフ大会

（5/3、ぜんぼうグリーンパーク）
1 位 藤井義正　2 位 松末善子
■親善バスケットボール大会・優勝
チーム（4/22・23、北条高校）
・男子／ TRUSSARDI
・女子／北条高校
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773

来た、見た、知った！
 食の探検隊（バスツアー）

北播磨地域産の食品の試食と HACC
P 承認食品工場を見学する体験型学
習会です。
日時：① 7/27（木）9:00 ～ 16:00
② 8/1（火）9:00 ～ 16:00
行先：①㈱ヤクルト本社兵庫三木工
場、加東健康福祉事務所　②日本ハ
ムファクトリー㈱兵庫工場、加東健
康福祉事務所
対象：小学 1 ～ 3 年生と保護者
定員：① 15 組　② 10 組
※多数の場合は抽選
参加費：無料　※昼食持参
募集期間：6/29（木）まで
※申込方法などは、ホームページ「北
播磨いきいき情報」をご覧ください。
問合先：加東健康福祉事務所（食品
薬務衛生課）☎ 0795-42-9368

知って安心！子育て費用と
 マネープラン

日時：6/26（月）10:00 ～
場所：アスティアかさい3階OAルーム
定員：先着 10 人　※ 6 カ月以上の
託児あり（6 人まで）
申込先：ふるさと創造課☎ 42-8706



15

広報かさい　2017.6 月号

テーマ：結局、街づくりは“事業づくり”でしょ !?
ゲスト：奥村聡さん（再生家・司法書士・ひょうごエンジン代表）
日時：6/22（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）　
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　kyokai@kanko-kasai.com

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。

奥村さん

くらし

就職支援セミナー
■本当に役立つ面接のポイント
面接の基礎マナー、身だしなみ、よ
く聞かれる質問内容など、採用に関
わってきたベテラン講師が面接必勝
法についてお教えします。
日時：6/21（水）10:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：高階正浩さん（社労士、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

若年無業者等の出張相談会
加西市はあかし若者サポートステー
ションと連携して、働くことに不安
を抱え、近くに相談できる場所がな
い若年無業者向けの無料相談会（適
職相談、自己発見、応募書類作成対
策、面接対策など）を開催します。
開催日程：毎月第 1・3 月曜日（祝
日除く）① 13:00 ～　② 14:00 ～
③ 15:00 ～　④ 16:00 ～
※各回 50 分、予約優先
場所：アスティアかさい 3 階ワーク
ルーム
対象：仕事をしていない 15 ～ 39 歳
の働くことに悩みを持つ方とその家族
予約・問合先：あかし若者サポート
ステーション☎ 078-915-0677

北播磨学生就職フェア2017
日時：6/15（木）13:30 ～ 15:30
場所：西脇ロイヤルホテル（西脇市
西脇 991）
対象：①平成 30 年 3 月新規学校等
卒業予定者　②平成 27 年 3 月以降
の既卒者（大卒等）
参加企業：北播磨地域の 25 社程度
※参加企業は兵庫労働局ホームペー
ジでご確認ください（6 月上旬掲載
予定）。
問合先：ハローワーク西脇
☎ 0795-22-3181

若者や女性が行う地域づく
 り活動の費用の一部を助成

若者や女性の個人・団体が行う地域づ
くり活動に対して、その費用の一部を
助成します。申請方法など、詳しくは
市ホームページをご覧ください。
■女性のコミュニティ活動助成金
女性が行うコミュニティ活動、各種
事業を助成（スタート支援活動：上
限 10 万円、ステップアップ支援活
動：上限 20 万円）
■若者チャレンジ助成金
若者によって自主的に組織された団
体が市内で行う地域貢献活動に対し
て助成（活動範囲が市全域：上限
10 万円、小学校区：上限 5 万円）
■若者シティーセールス創造事業助成金
芸術文化やものづくりに取り組む若
者や団体が、市民や市内事業者など
と連携して行うものづくりやイベン
ト等に対して助成（ものづくり：上
限10万円、資源利活用：上限15万円）
■若者・女性起業調査助成金
市内で新たに事業を起こそうとする
若者や女性に対して、市場調査に必
要とする経費を助成（上限 15 万円）
問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706

加西市定例教育委員会
どなたでも傍聴できます。
日時：6/21（水）14:30 ～
場所：市役所 5 階大会議室
問合先：教育総務課☎ 42-8770

漏水調査にご協力を
道路内や宅地内（水道メーターまで）
で、漏水探知機や音聴棒等を使い漏水
調査を行います。調査員は、市発行の
身分証明書を胸元に着用しています。
期間：7/3（月）～ 12/28（木）
8:30 ～ 17:00
調査区域：富田・西在田・在田地区、
北条町古坂 1・2・3 丁目※詳しく
は市ホームページをご覧ください。
敷地内作業：水道メーターに音聴棒
をあて、漏水音の有無を調査
道路上作業：道路に埋設した水道管
に沿って、漏水探知機で調査など
調査会社：フジ地中情報株式会社
問合先：上下水道課☎ 42-8796

みんなの善意で明るい社会
 6月は善意月間です

加西市社会福祉協議会は、「すべての
市民で支えあう福祉のまちづくり」
のため、地域に根ざしたふれあい活
動の推進と安心して暮らせる福祉
サービスの充実に努め、様々な事業
や啓発活動を実施しています。善意
の預託金は、次の事業に活用します。
■支えあう福祉のまちづくり推進
高齢者外出支援（タクシー初乗り運
賃助成）、はつらつ委員会、いきい
き委員会、ふれあいいきいきサロン
■心配ごと相談
法律相談、心配ごと相談
■おめでとう赤ちゃん出生祝い
■成人式記念品贈呈
問合先：社会福祉協議会☎ 42-8888


