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家族介護教室「リフレッシュ
 しながら、らくらく介護」

介護に役立つ技術の
習得や介護者のリフ
レッシュの場です。
■第 1 回『介護や医
療にまつわるお金の話』
日時：10/27（金）13:30 ～ 15:00
■第 2 回『バランスの良い食事で
健康づくり～主食・主菜・副菜をそ
ろえて健康的な食生活を～』
日時：11/8（水）13:30 ～ 15:00
■第 3 回『ケアを受ける人も行う
人も穏やかになる認知症ケア「ユマ
ニチュード」』
日時：12/14（木）13:30 ～ 15:00
■第 4 回「認知症の人と家族と医療・
介護の専門職をつなぐ支援」
日時：H30.1/16（火）13:30 ～ 15:00

場所：健康福祉会館
対象：現在介護をされている方、介
護に関心のある方
定員：30 人 ※各回のみの参加も可
参加費：無料
申込先：ふきのとう☎ 47-2077

日時：11/12（日）10:00 ～ 17:00　　場所：丸山総合公園
■出演者募集
内容：約 30 分間の音楽ステージで会場を盛り上げてください。※ドラム
セット・マイク・スピーカーあり。　参加料：無料　募集数：20 組程度
■出店者募集
内容：飲食・物販・体験ブース　募集数：30 店舗程度　※テント持参
出店料：飲食 5,000 円、物販 2,000 円、体験無料（電源あり有料）

加西市音楽化計画イベント「MFF（ミュージックファンタジー
フェスタ）Vol.2」の出演者・出店者募集
市民団体「播州いのべ～団」と関西大学、そし
て加西市の民官学連携事業「加西市音楽化計画」
のもと、今年度も MFF 音楽イベントを開催し
ます。音楽を通して、地域を盛り上げたい出演
者・出店者を募集します。

申込：申請書（市ホームページ）を、FAX またはメール
募集期間：9/30（土）必着　※応募多数の場合は主催者で選定
申込先：播州いのべ～団（竹本）☎ 080-6141-1151　℻ 42-3530
　　　　bansyuinobedan@gmail.com
問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706

豊穣の国・はりま 大物産展
加西市を含む播磨地域の 8 市 8 町
の登録ブランドを扱う店舗など 64
店が大集結。加西市からは加西の
酒、地しょうゆラーメン、加西産小
麦のパスタなどが販売される予定
で、ねっぴ～も登場します。
日時：9/30（土）、10/1（日）
10:00 ～ 17:00
場所：姫路市大手前公園
問合先：豊穣の国・はりま事務局
☎ 079-285-2701

講演会「経営は男のロマン」
日時：11/15（水）18:30 ～ 20:00
場所：小野市うるおい交流館エクラ
講師：三枝輝行さん（元㈱阪神百貨
店代表取締役社長、加西市特別顧問）
定員：先着 502 人
参加費：無料
申込先：社納税協会　☎ 0795-42-
0360　℻ 0795-42-4449

第 37 回加西観月の夕べ
加西市茶道協会によるお茶席です。
秋の夕べに美しい月を眺めながら、
野点（のだて）を行います。
日時：10/1（日）16:00 ～ 20:00
場所：健康福祉会館
お茶席：一席 400 円
茶席券販売場所：観光案内所（北条
町駅内）、観光まちづくり協会（市
文化・観光・スポーツ課内）
問合先：観光まちづくり協会
☎ 42-8715

山野草鉢植え教室
日時：9/30（土）、11/18（土）、
H30.3/10（土）10:00 ～ 12:00
場所：オークタウン加西
講師：加西市さつき同好会
対象：小学生以上（小学生低学年は
保護者同伴）
定員：先着 20 人
材料費：1 回 500 円
募集期間：9/1（金）～ 20（水）
申込先：生涯学習課☎ 42-8775

障がい者の社会参加を支援
■忘れてはならない震災と防災・減災
日時：10/17（火）10:00 ～ 16:00
集合場所：市役所駐車場
行先：六甲山、人と未来防災センター等
定員：先着 25 人
※どなたでも参加できます。
参加費：3,000 円（昼食、入場料、
保険代など）
募集期間：9/20（水）まで
申込先：NPO 法人庵ノ上
☎ 47-2055

中級エクセル講習会
日時：10/2（月）～ 26（木）まで
で全 8 回 19:00 ～ 21:00
内容：関数を用いたフォーマットの
作成など
対象：ワード・エクセルの基本知識
があり、オフィス2007以降バージョ
ンのノートパソコンが持参可能な方
定員：先着 10 人
受講料：12,500 円（テキスト代込）
場所・申込先：加西商工会議所（ア
スティアかさい 1 階）☎ 42-0416
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テーマ：『ローカル鉄道は“残す”から“生かす”時代へ』
　　　　～地域・市民が鉄道にどのように関わるか～
日時：9/23（土）18:00 ～ 20:30　　参加費：無料
場所：アスティアかさい 3 階多目的ホール　　定員：先着 90 人
内容
講演「地域再生とローカル鉄道」／田中輝美さん（ローカルジャーナリスト）
パネルディスカッション「ローカル鉄道を生かす」／田中輝美さん、山田
和昭さん（若桜鉄道㈱前社長）、高井均さん（北条鉄道㈱取締役総務企画部長）
申込先：観光まちづくり協会☎ 42-8715　kyokai@kanko-kasai.com

第16回加西まち活ゆめ広場「ローカル鉄道シンポジウム」
今回は、「ローカル鉄道という希望―新しい地域再生、は
じまる」の著者・田中輝美さんをお呼びして、シンポジ
ウム形式で行います。地域や住民が様々な形で鉄道を「生
かす」ことで、新たな価値を創造する。そんな私たちと
北条鉄道との関わり方を考えませんか。

くらし

市民養老金を支給します
満 88 歳の方に、長寿をお祝いして
市民養老金を支給します。100 歳
の方については、昨年度から誕生日
の月に市長が訪問し、祝状と祝金を
お渡ししています。
支給対象者
満 88 歳（S4.4/2 ～ S5.4/1）
※ 9 月 1 日現在で加西市に住所を
有すること
支給額：5,000 円
支給方法：区長様等を通じて、また
は口座振込で支給します。
問合先：長寿介護課☎ 42-8728

スポーツ大会の結果
■野球（優勝チーム）
西日本選手権／加西ロイヤルズ
ろうきん 2 次学童／富合
チャレンジカップ秋季学童／北条
■グラウンドゴルフすぱーく加西杯

（7/29、すぱーく加西）
1 位 寺尾利子　2 位 恒川美智子
■市民バウンドテニス交流大会

（8/6、善防公民館）
団体ダブルス／ 1 位 レインボーⅡ
BT ラリー戦／ 1 位  根日女 A
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773

女性のための就職支援セミナー
保険・税金の仕組みや、再就職のた
めに準備すべきこと、市の子育て支
援施策などを学びます。
日時：9/22（金）10:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：沼澤郁美さん（特定社会保険
労務士）ほか
定員：先着 20 人
受講料：無料
託児：先着 10 人（概ね生後 6 カ月
～小学 6 年生）
申込先：加西市ふるさとハローワー
ク☎ 42-7600　ハローワーク西脇
☎ 0795-22-3181

将来の年金額を増やしたい
 方は「付加年金」を

国民年金第 1 号被保険者と任意加
入被保険者は、定額保険料（月額
16,490 円）に加えて付加保険料（月
額 400 円）を納付することで、将
来の老齢基礎年金に付加年金分が上
乗せされます。上乗せされる付加年
金の年額は、200 円×付加保険料納
付月数です。付加年金を 2 年以上受
け取ると、支払った付加保険料以上
の付加年金が受け取れます。ただし、
国民年金基金に加入中の方や年金保
険料を免除されている方は、付加保
険料の納付ができません。
問合先：市民課☎ 42-8722

北条鉄道
 サツマイモほり体験

北条鉄道を利用して「サツマイモほ
り」（1 組 5 株）をしましょう。
日時：9/30（土）、10/1（日）
10:00 ～ 12:00　※雨天中止
場所：西笠原営農組合農園
※播磨下里駅から徒歩約 20 分
定員：各日先着 50 組（家族または
グループ）
参加費：1 組 1,000 円　※北条鉄
道を利用された方は 300 円引き
持ち物：園芸用スコップ、サツマイ
モを入れる袋、汚れてもよい服装
※無料でおにぎりやサツマイモの天
ぷらもあります。
申込開始日：9/1（金）9:00 ～
申込先：北条鉄道㈱☎ 42-0036

玉丘史跡公園で
 サツマイモ収穫体験

日時：9/24（日）10:00 ～ 12:00
※小雨決行、雨天中止
場所：玉丘史跡公園
定員：先着 50 人
参加費：500 円
持ち物：軍手、
飲み物
申込先：㈱清光社☎ 079-446-0081
※雨天中止の場合は当日 8:00 まで
にホームページでお知らせします。

加西市産業活性化センター事業
 雇用関係助成金活用セミナー

日時：9/8（金）13:30 ～ 15:00
場所：加西商工会議所（アスティア
かさい 1 階）
講師：沼澤郁美さん（特定社会保険
労務士）
参加費：無料
問合先：加西市産業活性化センター

（加西商工会議所内）☎ 42-0416

田中さん


