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加西市史を読む会
■近代「大正後半期の社会変化と加
西（生活編）」
大正 8 年に第一次世界大戦が終了
したのち、日本社会は戦後不況にな
ります。不景気に向き合いながらも
変化の時代を生き抜いてきた当時の
様子について解説します。
日時：7/8（土）10:30 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：生涯学習課職員
定員：先着 60 人
参加費：無料
問合先：生涯学習課☎ 42-4401

ヴィッセル神戸
 加西市民応援デー

無料観戦チケットをプレゼント。
カード：ヴィッセル神戸 vs 大宮ア
ルディージャ
日時：7/29（土）19:00 ～
場所：ノエビアスタジアム神戸（神
戸市兵庫区御崎町 1-2-2）
対象：市内在住の方
定員：200 人（多数の場合は抽選）
申込：往復ハガキに①人数（5 人ま
で）②全員の郵便番号・住所・氏名、
年齢・電話番号を記入のうえ郵送。
募集期間：7/17（月）まで※必着
申込先：〒 652-0855 神戸市兵庫区
御崎町 1-2-1「ヴィッセル神戸加西
市民応援デー係」☎ 078-651-1222

ひとはくバスツアー
人と自然の博物館（三田市）の特注
セミナーと環境に配慮したものづく
りを行う工場を見学します。
日時：8/25（金）9:00 ～
対象：市内在住の小学生以下の子ど
もと保護者
定員：54 人　※多数の場合は抽選
参加費：無料　※入館料別途必要
申込：市内小学校に在学の場合、各
小学校から配布の申込書で、市外小
学校に通学の場合、環境課窓口にあ
る申込書で申し込みください。
募集期間：7/21（金）まで
申込先：環境課☎ 42-8716

ビジネススクール「COCOKARA カレッジ」開校。生徒募集 !!
近い将来にレストランやカフェの開業を目指す方に、
経営やおもてなし、創業計画に関するセミナー受講や
実習が行える学校を開校し、生徒を募集します。
対象：18 歳以上で起業に意欲のある方　　
開校期間：9 月～平成 30 年 3 月　　受講料：1 万円
場所：COCOKARA カレッジ（北条町北条 402-7）
内容：月２回程度のホームルームとセミナー、実習（約 2 週間程度）
申込：申込書（市ホームページ）を FAX またはメール
募集人数：5 人程度　　募集期間：7/28（金）まで
主催：加西市若者ターミナルスポット実行委員会
申込先：ふるさと創造課☎ 42-8706  ℻ 42-8745  furuso@city.kasai.lg.jp

こ　　こ　   か　 ら
平和学習バスの旅
 in  ヒロシマ

広島平和記念資料
館と原爆ドームを
訪れ、平和につい
て考えましょう。
日時：8/2（水）7:30 ～ 19:00
集合場所：市役所
対象：市内在住の中学生
定員：40 人※多数の場合は抽選
参加費：無料
申込：7/21 までに、「平和学習バ
スの旅」と明記し、住所・氏名・年齢・
中学校名（学年）・電話番号・保護
者名をハガキまたは FAX、メール
申込先：〒 675-2395（住所表記不要）
秘書課☎ 42-8701　℻ 43-0291
hisho@city.kasai.lg.jp

バスケットボール教室
「西宮ストークス」のプロバスケット
ボール選手による指導で、基礎から
レベルの高い技術までを学びます。
日時・対象：7/16（日）
小学生 10:00 ～ 12:00
中学生以上（経験者）13:00 ～ 15:00
場所：善防中学校体育館
定員：各クラス先着 50 人
参加費：無料
申込：住所・氏名・年齢・電話番号
を明記し、メールで申し込みください。
※申込後、「受付完了メール」の返
信をします。3 日以上経っても届か
ない場合は、ご連絡をお願いします。
申込先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773  bunka@city.kasai.lg.jp

こどもエコクラブ
 「サマーツアー」

環境に関する播磨圏域連携中枢都市
圏事業として、佐用昆虫館とひょう
ご環境体験館を見学します。
日時：7/29（土）9:00 ～ 16:30
集合場所：姫路駅南口観光バス乗場
対象：加西市を含む連携市町在住の
小・中学生と保護者
定員：80 人　※多数の場合は抽選
参加費：無料
申込：イベント名、郵便番号、住所、
氏名（全員）、性別、年齢、携帯電
話番号をハガキまたは℻、メール
募集期間：7/14（金）まで
申込先：〒 670-8501　姫路市安田
4-1　姫路市役所環境政策室☎ 079-
221-2468　℻ 079-221-2469
kankyoho@city.himeji.lg.jp

フットサルアカデミー講師が
 バンディオンセ加古川に変更

広報かさい 6 月号 13 頁掲載のフッ
トサルアカデミーの指導者が、バン
ディオンセ加古川に変更となります。
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773
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スポーツ大会の結果
■野球（優勝チーム）
・近畿秋季 C 級／山下クラブ
・高野山旗兼西日本学童／泉
・県ジュニア 2 次学童／北条
・県学童／泉
■サルビアゲートボール大会

（5/11、市民グラウンド）
1 位 大内 B　2 位 北条
■協会長杯グラウンドゴルフ大会

（5/27、ぜんぼうグリーンパーク）
1 位 山端正義　2 位 栗山信男
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773

平成29年度  播磨東青い鳥
 学級北支部（西脇教室）

目の不自由な方を対象に、播磨東青
い鳥学級が開催されます。楽しいひ
と時を一緒に過ごしませんか？ガイ
ドヘルパーの付き添いもあります。
日時：8/4（金）、11/24（金）
10:00 ～ 15:00
場所：西脇市茜が丘複合施設 Miraie
内容：一般教養講座や実用的な知識
の習得など
対象：身体障がい者手帳（視覚障が
い）をお持ちの方
定員：10 人
受講料：無料（保険料、弁当代、研
修費、教材費等負担あり）
募集期間：7/28（金）まで
申込先：生涯学習課☎ 42-8775

障がい者の社会参加を支援
■みんなであそぼう  不思議なこと
を体験しよう
子どもから大人まで楽しめるネタを
教えてもらい、マジックを体験して
みませんか。障がいの有無にかかわ
らず、どなたでも参加できます。
日時：7/9（日）13:30 ～ 15:30
場所：北部公民館
講師：岡本正秋さん（加西市マジッ
ク研究会）
参加費：無料
申込：住所・氏名・電話番号を℻
募集期間：7/7（金）まで
申込先：NPO 法人加西市手をつな
ぐ育成会　℻ 43-3870

大人のよか余暇くら部
バスケットボールで心も体もリフ
レッシュしましょう。
日時：7/28（金）19:00 ～ 20:30
場所：勤労者体育センター
対象：20 ～ 60 歳の方
定員：先着 20 人　参加費：無料
持ち物：上履き、飲み物、汗ふきタオル
申込先：健康課☎ 42-8723

大人こそやってほしい
 ラジオ体操教室

ラジオ体操には、肩こりの軽減、腰
痛の予防、全身の引き締め効果など
があり、つらいと感じる体の不調を
改善することができます。
日時：7/22（土）10:00 ～ 11:30
場所：健康福祉会館
対象：20 歳以上の方
定員：先着 30 人　参加費：無料
申込先：健康福祉会館☎ 42-6700

夏休みおやこ手話教室
親子で楽しく手話を学びませんか。
日時：7/22（土）、29（土）
9:30 ～ 11:30
場所：健康福祉会館
対象：市内小学 4 ～ 6 年生と保護者
定員：各日 20 組
参加費：無料　※筆記用具持参
申込：申込書（地域福祉課窓口また
は市ホームページ）に①児童・保護
者氏名②住所③電話番号④学校名・
学年⑤参加希望日を記入の上、FAX
または郵送
募集期間：7/14（金）まで
申込先：〒 675-2395（住所表記不要）
地域福祉課☎ 42-8725  ℻ 43-1801

横尾まちかど落語かい
日時：8/20（日）14:00 ～ 16:00
場所：水田家住宅（国登録有形文化
財）
出演：桂佐ん吉（落語）、加西マジッ
ク研究会（マジック）
定員：40 人（チケット販売）
入場料：500 円
※詳しくはお問い合わせください。
問合先：横尾歴史街道つどいの会

（水田）☎ 42-0057

テーマ：里山でコミュニティ事業をさがそう！
ゲスト：平櫛武さん（地域コミュニティプロデューサー）
日時：7/27（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。

平櫛さん

日時：8/17（木）① 10:00 ～　② 14:00 ～　定員：各回先着 20 人
場所：アスティアかさい 3 階交流プラザ　
対象：小学生（3 年生以下保護者同伴）　　参加費：500 円
申込：メールのみ　　募集期間：7/3（月）～ 8/10（木）
持ち物：マジック、色鉛筆、のり、はさみ、ホッチキス、マスキングテープ等のかざり
申込先：観光まちづくり協会☎ 42-8715　kyokai@kanko-kasai.com

第6回まちライブラリー交流会
昨年10月に市内14カ所で開設した加西まちライブラリーの交流イベント。
いま、注目が集まっている ZINE（本）を、夏休みの思い出に作りましょう。


