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講座・イベント

市民会館からのお知らせ
■しまじろうコンサート（しまじろ
うともりのきかんしゃ）
日時：1/14（日）① 11:30 ～
② 14:30 ～
入場：全席指定 2,400 円（3 歳以上。
2 歳以下で座席が必要な場合は有料）
■クリスマスまたはお正月飾り粘土教室
日時：12/16（土）10:00 ～ 12:00
受講料：1,580 円（材料費込）
■蓬莱京子先生のお正月花講座
日時：12/26（火）① 13:30 ～ 15:30
② 19:00 ～ 21:00
受講料：4,200 円（材料費込）
持ち物：30cm 程度のお盆、はさみ
場所・問合先：市民会館☎ 43-0160

第24回わかばフェスティバル
加西特別支援学校の生徒の製品（木
工・陶芸等）・播磨農業高校の野菜
の販売、くじ引きなどが行われます。
日時：12/8（金）13:00 ～ 14:30
場所：加西特別支援学校☎ 48-2304

「木のツリーづくり体験」（井上製材所）の後は、「Xmas 限定メニュー」
でお食事フリータイム。自己紹介やグループトークなど企画も盛りだくさ
ん。スタッフがサポートしますので、人見知りの方でも安心して参加くだ
さい。イヴの夜に恋人を見つけて、素敵なクリスマスを過ごしませんか。
日時：12/24（日）16:30 ～ 19:30　受付 16:00 ～
場所：えぇもん王国（北条町横尾 473-1）
対象（定員）：18 ～ 49 歳の独身の方（男女とも 20 人）
※本人確認のため、当日受付で身分証明を提示してください。
参加費：男性 3,500 円　女性 2,500 円※加西市出逢いサポートセンター
登録者は 1,000 円 off（募集締切日までに登録していただければ割引可）。
締切日後のキャンセルは、キャンセル料がかかります。
申込：①住所②氏名③生年月日④電話番号⑤メールアドレスを明記の上、
加西市出逢いサポートセンター（kasaideaisapo@gmail.com）へメー
ルしてください。　　募集期間：12/17（日）まで
問合先：加西市出逢いサポートセンター☎ 43-1551（いごこち）

Xmas ♡ DIY  出逢いパーティー

加西こども未来フォーラム
■親が学べば子も伸びる～小学校にあ
がる前に身につけさせたい 3 つの力～
日時：1/20（土）10:00 ～
場所：健康福祉会館大会議室（ホール）
講師：水野達朗さん

（ 家 庭 教 育 カ ウ ン セ
ラー）
定 員：400 人 ※ 託 児
あり（要予約）
参加費：無料
問合先：こども未来課☎ 42-8726

加西市ネット見守り隊
 合同研修会

■子どもたちは狙われている？親子
で知ろうネットの落とし穴！
あなたの子どもやお孫さんは、ス
マートフォンやタブレットを上手に
使っていますか。インターネットや
SNS などの使用によるトラブルの
現状、危険性等を学びます。
日時：12/16（土）9:30 ～ 11:00
場所：健康福祉会館大会議室（ホール）
講師：篠原嘉一さん（NIT 情報技術
推進ネットワーク株式会社代表取締役）
受講料：無料　※申込不要
問合先：総合教育センター☎ 42-3723

クリスマス・お正月に向けた
 「お花の寄せ植え体験教室」

日時：12/9（土）13:30 ～ 15:00
場所：地域活動支援センター カラ
ーズ（北条町古坂 1 丁目 24-16）
講師：鴨川麻紀子さん（ロイヤルフ
ラワー）
定員：先着 8 人
参加費：500 円（材料費込）
申込先：NPO 法人 skyトゥルーカラーズ
加西☎ 33-9885（平日 8:30 ～ 16:30）

たぬきの満点カードと
 X'mas ケーキの大交換会

たぬきの満点カード 3 枚で 1 家族
に 1 台のクリスマスケーキと交換
します（先着 80 人）。
日時：12/23（土）11:00 ～（10:30
から整理券を配布）
※整理券と交換できなかった方は、
満点カード 1 枚を 700 円のお買物
券と交換します。
場所：アスティアかさい 3 階多目
的ホール
問合先：加西市商店連合会ポイント
カード事業委員会（加西商工会議所
内）☎ 42-0416

ミニ門松をつくろう
自分だけのミニ門松で新しい年を迎
えましょう。
日時：12/23（土）9:00 ～ 11:30
定員：先着 15 人
講師：高見勉さん
受講料：1,100 円（材料費含む）
持ち物：軍手、新聞紙、お持ちの方
は目の細かいのこぎり
場所・申込先：北部公民館
☎ 45-0103

新春のつどい
いこいの村裏山のランドマーク展望
台に登って初日の出を見ます。小学
生以下には参加賞もあります。
日時：1/1（月）6:00 ～（受付）　
※雨で中止の場合は、当日 5:30 ～
6:00 の間に事務局留守番電話でお
知らせします。
集合場所：アラジンスタジアム東側
駐車場
参加費：無料
問合先：青少年団体連絡協議会事務
局（総合教育センター）☎ 42-3723
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テーマ：「伊丹のまちで新しい人とイベントが育つ仕組み」
　　　　～伊丹まちなかバルを通じた創造の場の形成～
ゲスト：村上有紀子さん（ひとつむぎ舎代表、伊丹都市開発㈱参与）
日時：12/8（金）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

第19回加西まち活ゆめ広場
年間を通じて、多彩な主催者による多種多様なイベントが行わ
れるまち、伊丹市。近年は、若者が主催するイベントも新しく
生まれ育っています。バルを通じて形成された人のつながりを
きっかけに備わった、まちの新しい仕組みについてのお話です。

村上さん

ふるさと再発見ハイキング
■後藤山古墳散策
昔、村人たちが信仰の対象とした稲
荷神社、疾病快癒を願って参拝した
薬師堂、標高 129 ｍの地山を切り
込んで横穴石室が造られている後藤
山古墳を巡ります。小雨決行。
日時：12/15（金）9:20 ～ 12:00
集合場所：観光案内所（北条町駅内）
コース（約 5km）：観光案内所 ･･･
法華口駅～若春稲荷神社～倉谷薬師
堂内倉谷石仏～後藤山古墳～法華口
駅 ･･･ 観光案内所
参加費：300 円（傷害保険料）
※北条鉄道運賃が別途必要
申込先：観光案内所☎ 42-8823
※当日参加も可能です。

スポーツ大会の結果
■野球（優勝チーム）
加古川市長旗学童／泉
■体育協会長杯ゲートボール大会

（10/5、市民グラウンド）
1 位 別府　2 位 賀茂 B
■秋季協会長杯ゲートボール大会

（10/12、市民グラウンド）
1 位 在田　2 位 日吉
■グラウンドゴルフすぱーく加西杯

（10/28、すぱーく加西）
1 位 前田知十司　2 位 松田美津代
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773

大人のよか余暇くら部
日時：12/22（金）19:00 ～ 20:30
場所：勤労者体育センター
内容：レクリエーションスポーツ
対象：20 ～ 60 歳の方
定員：先着 20 人
参加費：無料
持ち物：上履き、タオル、飲み物
申込先：健康福祉会館☎ 42-6700

かさい創業塾
創業にかかる「財務」、「経営」、「人
材育成」、「販路開拓」などの基礎を
学びます。かさい創業塾を含む「特
定創業支援事業」を受けることによ
り、国の支援施策を受けることがで
きます。また、セミナー終了後に個
別相談会を行いますので、希望者は
お申し込みください。
日時：1/20（土）、27（土）
10:00 ～ 17:00
場所：加西商工会議所 会議室
講師：細川祐三さん（中小企業診断
士）ほか
対象：創業を検討中の方、準備を進
めている方、創業されて間もない方
定員：先着 15 人　　受講料：無料
申込先：加西商工会議所☎ 42-0416

ヴィッセル神戸
 サッカーフェスティバル

ヴィッセル神戸サッカースクールの
コーチの指導で、楽しくボールを蹴
り、ワンランク上の技術を身につけ
てライバルに差をつけよう。
日時・対象・定員：1/13（土）
小学 3 ～ 6 年生（80 人）
9:00 ～ 12:00
ファミリー（4 歳～小学 2 年生の子
どもと親 40 組）13:30 ～ 17:00
※誰でも参加できるアトラクション
ブ ー ス（11:00 ～ 14:00） も あ り
ます。
場所：多目的グラウンド
参加費：無料
持ち物：ボール、飲み物、着替え
※シューズはスパイクは不可
申込：件名を「ヴィッセルサッカー
教室応募」とし、①住所②代表者と
参加者の氏名（ふりがな）③年齢

（学年）④メールアドレス⑤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。
募集期間：12/6（水）～
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773

くらし

マイナンバーによる情報連
 携の本格運用が全国で開始

行政の各種事務手続きで必要があっ
た添付書類の一部を省略できるよう
になりました。詳しくは市ホームペ
ージをご覧ください。
問合先：情報政策課☎ 42-8703

ペットがいなくなったら動物
 愛護センターと警察に連絡を

ペットがいなくなっても「そのうち
帰ってくるだろう」と思っていませ
んか。自ら家に帰ることはできませ
ん。すぐに動物愛護センター三木支
所と最寄りの警察署に連絡してくだ
さい。
問合先：兵庫県動物愛護センター三
木支所☎ 0794-84-3050


