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農業体験第 2 回「青空教室」
イネ「にこまる」とナシ「王秋」の
収穫と試食および但馬牛ふれあい体
験をします。
日時：10/28（土）9:00 ～ 12:00
場所：神戸大学食資源教育研究セン
ター（鶉野町）
対象：小学生と親
定員：15 組（多数の場合は抽選）
参加費：無料（保険料別途）
募集期間：10/14（土）まで
申込先：ans-aozora@office.kobe-u.
ac.jp
問合先：同センター事務係☎ 49-0341

市民会館からのお知らせ
■はじめよう和太鼓講座「和楽総合
芸術集団　山田純平×熱狂打楽公演」
日時：12/6（水）から H30.3 月まで
の水曜日（全 7 回）19:00 ～ 21:00
※総仕上げとして H30.3/4 の市民
会館での公演に出演できます。
講師：山田純平さん（西尾市観光親
善大使、「千人太鼓」や門下生 500
人による「熱響打楽フェス」の大型
イベントなどをプロデュース）
対象：小学 4 年生以上（初心者可）
定員：先着 10 人
受講料：7,560 円（全 7 回分）
募集期間：10/8（日）～ 31（火）
場所・問合先：市民会館☎ 43-0160

発達支援シンポジウム
 －はぐくむ力を支えて－

■子どもの生活適応力を高めるために
　－臨床的課題と支援の在り方－
日時：12/2（土）13:00 ～ 14:30
場所：健康福祉会館
講師：十一元三さん（京都大学大学
院医学研究科教授  精神科医）
定員：先着 80 人
参加費：無料
申込：申込書（市ホームページ）に
講座名・氏名（フリガナ）・住所・
電話番号を記入の上、FAX ください
募集期間：10/2（月）～ 11/2（木）
申込・問合先：総合教育センター
☎ 42-3723　℻ 42-4221

第51回加西市盆栽展
愛好家が永年丹精込めて育てたひと
鉢をご鑑賞ください。また、一般の
方も盆栽展に出品してください。
日時：10/27（金）～ 29（日）
9:00 ～ 17:00 ※ 29 日は 16:00 まで
場所：アスティアかさい 3 階交流
プラザ
作品募集：10/11（水）まで
申込・問合先：生涯学習課
☎ 42-8775

親子ふれあいサイクリング
■秋空の下、播磨中央自転車道を親
子で颯爽と走ろう !!
日時：11/3（金）9:00 受付開始
集合場所：網引駅
コース（約 8km）：網引駅～播磨中
央自転車道～フラワーセンター
対象：小学生と保護者
定員：先着 20 組（40 人）
参加費：300 円（保険代含む、小
学生無料）
募集期間：10/20（金）13:00 まで
申込先：南部公民館☎ 49-0041
問合先：九会地区ふるさと創造会議

（板井）☎ 090-5670-3490

ハンセン病人権研修
国立療養所「長島愛生園」（岡山県
瀬戸内市）の歴史館・園内見学とハ
ンセン病回復者のお話を聞きます。
日時：11/7（火）10:00 ～ 18:30
定員：先着 15 人
参加費：無料　※昼食は自己負担
募集期間：10/23（月）まで
申込先：人権推進課☎ 42-8727

播磨東くすの木学級（多可
 教室）の生徒募集

健康講座や実用的な知識の習得な
ど、仲間とともに楽しいひと時を過
ごしませんか。
日時：10/29（日）、12/10（日）
10:00 ～ 15:00
場所：那珂ふれあい館、八千代コミュ
ニティプラザ
対象：聴覚・言語障がいのある方
参加費：無料（材料費別途必要）
募集期間：10/13（金）まで
申込先：生涯学習課☎ 42-8775
※募集要項は、市ホームページまた
は同課にあります。

日時・対象：10/22（日）①子ども向け／北条町駅 9:34 発（受付 9:00）
②大　人向け／北条町駅 10:40 発（受付 10:00）

料金：500 円　※子どもには限定木の楽器をプレゼント。大人にもお楽
しみ品があります。　　定員：各便先着 60 人
申込：件名を MFF 列車とし、住所、氏名、年齢、電話番号、希望列車番
号をメール（bansyuinobedan@gmail.com）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：播州いのべ～団（深田）☎ 080-6141-1151

MFF（ミュージックファンタジーフェスタ）ハロウィーン音楽列車の旅
11 月に開催の MFF プレイベントとして、北条鉄道を貸し
切り、市民団体と関西大学が協力してハロウィーン音楽列車
を運行（約 50 分）。仮装して音楽を楽しみましょう。

健康講座
日時・内容：10/12（木）「ロコモティ
ブシンドローム」、10/31（火）「メ
タボリックシンドローム」、11/9

（木）「乳がん」
※時間 13:30 ～ 15:00 受付 13:15 ～
場所：健康福祉会館
定員：各日先着 70 人
申込先：健康課☎ 42-8723
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テーマ：「あなたがもし加西市地域おこし協力隊なら」～マチホメ（都市
と地域をつなぐスクール型アクティブコミュニティ）の可能性～
ゲスト：幸田涼さん（マチホメカントク、㈱パークスターズ代表）
日時：10/21（土）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：10/17（火）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　kyokai@kanko-kasai.com

第17回加西まち活ゆめ広場×マチホメ
「ヨソモノ目線」で加西市を市外から応援するコミュニティ
「マチホメ」メンバー（大阪）に来ていただき、交流します。

加西市史を読む会
■近代「大正後半期の社会変化と加
西（行政・教育編）」
大正時代後半期は、第一次世界大戦
を経てさまざまな社会制度が整備さ
れ、国家の近代化が大きく発展した
時代です。行政制度や学校・教育制
度について解説します。
日時：10/7（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

スポーツ大会の結果
■野球（優勝チーム）
・県知事杯／伊東電機野球部
・県選手権 C 級／千石倶楽部
・播但選抜学童／泉
・アラジン旗学童／泉
・アラジン旗中学／北条
■サルビアゲートボール大会

（9/8、市民グラウンド）
1 位 鶉野チーム　2 位 朝妻チーム
■グラウンドゴルフすぱーく加西杯

（8/19、すぱーく加西）
1 位 釜坂和正　2 位 栗山信男
■グラウンドゴルフねひめ杯

（8/27、段下町 GG 広場）
1 位 井上明弘　2 位 恒川美智子
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773

幸田さん

くらし

市内最高齢者は
 住友松枝さん（109歳）

女性最高齢者
住友松枝さん（109 歳、坂本町）
男性最高齢者
高橋重雄さん（103 歳、佐谷町）
問合先：長寿介護課☎ 42-8728

勤労者体育センターに卓球
 練習マシン「ロボポン」設置

「ロボポン」は、ドライブ・カット・
サイドスピン・コース変化などを設
定でき、シングル・ダブルスの基礎
練習に最適です。初心者から上級者
まで対応可能で、お一人でも練習で
きますので、ぜひご利用ください。
問合先：体育協会事務局（勤労者体
育センター内）☎ 47-1420

農用地区域の除外申請を
 受け付けます

住宅の建築など、緊急かつ具体的計画
のある土地利用案件について、加西農
業振興地域整備計画に係る農用地区
域からの除外申請を受け付けます。
受付期間：10/2（月）～ 23（月）
※土日祝除く
受付場所：農政課☎ 42-8718

ねひめカレッジの事務所を
 アスティアかさい 2 階に開設

特定非営利活動法人ねひめカレッジ
（市国際交流協会）は、10 月から
アスティアかさい 2 階に事務所を
開設します。地域に暮らす外国籍の
方々への情報発信や相談窓口、国際
交流情報などを提供していきます。
営業時間：9:00 ～ 18:00
※月・金・祝日は定休日
問合先：ねひめカレッジ☎ 33-9455

加西風土記の里ウォーク
■宇仁の里「花畑街道」散策コース
コスモスが咲き並ぶ街道を歩きます。
日時：10/24（火）10:30 ～
集合場所：八王子神社
コース（約 7km）：八王子神社→奥
山寺→大歳神社→八王子神社
参加費：無料　※昼食持参
問合先：観光まちづくり協会
☎ 42-8715

赤い羽根共同募金運動にご協力を
10 月 1 日から 3 カ月間にわたって、

「助け合い広がるつながる赤い羽
根」をスローガンに、共同募金運動
が全国的に展開されます。募金は、
地域福祉推進のため、福祉推進団体
や地区・町の老人福祉活動、障がい
者福祉活動、児童・青少年福祉活動、
母子・福祉活動、福祉育成援助活動、
ボランティア活動育成事業などに配
分しています。皆さまのご協力をお
願いします。
問合先：社会福祉協議会☎ 43-1281

親子で宝探し＆
 ネイチャーゲーム

日時：11/12（日）10:00 ～ 12:00
※小雨決行、雨天中止
場所：丸山総合公園
対象：小学生と保護者（幼児同伴可）
定員：先着 20 組
参加費：1 人 300 円（保険代含む）
持ち物：軍手、帽子、飲み物
申込：氏名・住所・電話番号を記
載し、メール（qquh8ee9k@wind.
ocn.ne.jp）で申し込んでください。
問合先：丸山総合公園管理事務所
☎ 35-8872  


