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スポーツ大会の結果
■野球（優勝チーム）
播但 C 級／千石倶楽部
播但 A 級／ B. ウィルス
浜本保険杯／加西ロイヤルズ
市長旗／泉少年野球クラブ
※広報かさい 12 月号 13 頁「少年
野球大会の優勝チーム：北条野球ス
ポーツ少年団」は誤りで、正しくは

「優勝チーム：泉少年野球クラブ」
です。お詫びして訂正します。
■グラウンドゴルフすぱーく加西杯

（11/25、すぱーく加西）
1 位 栗山信男　2 位 井上明弘
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773

淡路人形浄瑠璃「加西公演」
約 500 年の歴史を持ち、国指定重
要無形民俗文化財に指定の伝統芸能
です。
日時：2/4（日）13:00 ～ 16:00
場所：市民会館文化ホール
定員：先着 700 人
入場：無料
申込：往復はがきで申し込み
※詳しくは淡路文化会館ホームペー
ジをご覧ください。
募集期間：1/19（金）まで
問合先：淡路文化会館
☎ 0799-85-1391

みんなでつなぐ加西のきずな
 第 19 回ボランティアのつどい

日時：1/27（土）9:30 ～ 14:00
場所：健康福祉会館
内容：市内の小中高生やボランティ
ア活動者による体験発表、講演「転
倒予防 3 つの習慣～災害時のエアリ
ハ活用術～」／日向亭葵さん（お笑
い理学療法士）、朗読・点字・手話
などの体験スタンプラリー、福祉団
体によるバザーなど　※カレーやた
こ焼き等の出店もあります（有料）。
問合先：加西市ボランティア・市民
活動センター☎ 43-8133

はじめての手話講座
手話を使って自己紹介や挨拶をして
みませんか。手話で交流しましょう。
日時：1/20（土）14:00 ～ 16:00
場所：健康福祉会館研修室
内容：聴覚障がいや手話の基礎知
識、手話の練習
対象：高校生以上
定員：先着 40 人
受講料：無料
申込：申込書に住所・氏名・連絡先
等を記入の上、FAX または電話
申込先：兵庫県立聴覚障害者情報セ
ンター  手話普及啓発事業担当
☎ 078-805-4175  ℻ 078-805-4192兵庫教育大学連携講座

■思春期の心の理解
人は、いったん「子ども」として完
成した後に、それを自分で突き崩し
て「大人」になります。この移行期
が思春期・青年期です。「子ども以
上・大人未満」の時期について、心
身両面からお話します。
日時：1/28（日）13:30 ～ 15:00
場所：健康福祉会館大会議室
講師：岩井圭司さん（兵庫教育大学
教授）
定員：200 人　受講料：無料
申込：氏名（フリガナ）、性別、年齢、
電話番号を電話または FAX、メール
募集期間：1/19（金）まで
申込先：人口増政策課☎ 42-8700 
℻ 43-1800  jinko@city.kasai.lg.jp

COCOKARA－CAFEⅡ
近い将来、レストランやカフェを
起業するためのビジネススクール

「COCOKARA カレッジ」の生徒 5
人が、2 回目の実習としてランチの
提供やカフェをオープンします。メ
ニューなど、詳しく
はココカラカレッジ
ホームページをご覧
ください。
期間：1/22（月）
～ 2/18（日）11:00 ～ 16:00
※不定休。予約は 2 日前までにホー
ムページから。
場所：加西市若者ターミナルスポッ
ト（北条町北条 402-7）※車でお
越しの際はヤマダ電機駐車場を利用
ください。
問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706

障がい者の社会参加を支援
 楽しい人形劇

パクちゃん人形を作って、みんなで
遊びましょう。
日時：2/18（日）13:30 ～ 15:30
場所：北部公民館視聴覚室
講師：春風小イチローさん（腹話術）
参加費：無料
申込：住所・氏名・年齢・電話番号
を FAX
募集期間：1/15（月）～ 2/2（金）
申込先：NPO 法人加西市手をつな
ぐ育成会℻ 43-3870

50 年前ジャズバントに青春を賭けていた主人公は、かつてのバンド仲間
を探すため、思うように動かなくなった手に杖を握らせ立ち上がった。彼
の願いは、何も言えないまま姿を消したあの日の許しを請うこと。そして、
憧れのジャズクラブでのセッションを実現させること。それは彼にとって
やり残した人生を取り戻す最後の旅だった。
日時：1/28（日）① 10:00 ～ 12:00

② 14:00 ～ 16:00
場所：アスティアかさい 3 階多目的ホール
出演：鈴木亮平、財津一郎　ほか
定員：各回先着 90 人　　入場：無料
問合先：人権推進課☎ 42-8727

ハンセン病啓発事業「ふたたび SWING ME AGAIN」上映会
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くらし

ハンセン病パネル展
期間：1/23（火）～ 2/1（木）
場所：アスティアかさい 3 階ウォー
ルギャラリー
問合先：人権推進課☎ 42-8727

市民上映会「0円キッチン」
世界で生産される食料の 3 分の 1
は食べられることなく廃棄されてい
ます。その重さは世界で毎年 13 億
トン。「捨てられてしまう食材を救
い出し、おいしい料理に変身させよ
う」と考えた食材救出人のダーヴィ
ド。植物油で走れるように自ら改造
した車に、ゴミ箱でつくった特製キ
ッチンを取り付
け、 ヨーロッパ
5 カ 国 の 旅 へ 出
発。 食の現在と
未来を照らし出
していくエンタ
ー テ イ メ ン ト・
ロードムービー。
期間：2/10（土）10:00 ～ 11:30
場所：アスティアかさい 3 階多目
的ホール
定員：94 人　入場：無料
問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706

面接の基本マナーやよくある質問などについて学びます。希望者には面接
ロールプレイを行います。
日時：1/17（水）9:00 ～ 12:00　場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：中本渉さん（産業カウンセラー・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

就職支援セミナー「会話力を高め、好印象を与える面接の受け方」

日時：2/8（木）13:30 ～ 15:00　受付 13:00 ～ 14:30
場所：小野市伝統産業会館（小野市王子町 806-1）
対象：フルタイムまたはパートタイムで就職を希望する方、平成 30 年 3
月新規学校卒業予定の方　※求人内容の相談だけでも参加可能です。
参加事業所：北播磨地域の約 35 社
その他：60 歳以上の方歓迎の事業所も複数社参加予定。また、参加事業所
や求人一覧を 2 月上旬までに兵庫労働局ホームページ等に掲載予定です。
問合先：ハローワーク西脇☎ 0795-22-3181

就職面接相談会 in 北播磨 2018

農業法人の紹介や、新規就農者の体験発表、ひょうご就農支援センターの
相談員が農業を始めるに当たっての心構えを話すほか、県や市町、県内の
農業法人等が個別相談にも応じます。
日時：2/18（日）10:00 ～ 16:00　　参加費：無料
場所：神戸国際会館 9 階（神戸市中央区御幸通 8 丁目 1-6）
対象：県内で新しく農業を始めたい方、農業法人等で働きたい方
申込：インターネット（e- ひょうご 就農セミナー）から申し込み
募集期間：2/16（金）まで※必着
申込先：県農政環境部農業経営課☎ 078-362-9194

就農希望者向けセミナー・相談会

労働者の募集や求人申し込
 みの制度が変わります

■労働者を募集する企業の皆さま・
お仕事をお探しの皆さまへ
職業安定法の改
正（平成 30 年
1 月 1 日 施 行）
に伴い、労働者
の募集や求人申
し込みの際に、
書面の交付によって明示しなければ
ならない労働条件などが追加（試用
期間、時間外労働等）されました。
ただし、求職者が希望する場合に
は、電子メールでも可能です。詳し
くは、厚生労働省ホームページでご
確認ください。
問合先：ハローワーク西脇
☎ 0795-22-3181

献血は身近にできるボランティア
安定した血液確保のため、一人でも
多くの方の献血（400ml）が必要
です。ご協力をお願いします。
日時：2/8（木）10:00 ～ 12:00
13:15 ～ 16:00
場所：市役所
主催：加西ライオンズクラブ
問合先：健康課☎ 42-8723

こころの健康づくりセミナー
■磨こう !! コミュニケーションス
キルを　～「傾聴」で、大切な人た
ちともっと仲よく～
心の通い合う温かな関係の作り方を
学びませんか。「傾聴」で、幸せアッ
プしましょう。
日時：2/1（木）10:00 ～ 11:30
場所：健康福祉会館 2 階研修室
講師：壺阪ヨシ子さん（臨床心理士）
参加費：無料
問合先：福祉企画課☎ 42-8724

男性必見！
 印象度アップの着こなし術

自分に似合う色・形・柄を見つけて、
印象度アップで「かっこいい」自分
を演出しましょう。
日時：2/9（金）19:00 ～ 20:30
場所：アスティアかさい 3 階活動室
定員：男性 8 人（先着順）
参加費：無料
申込先：ふるさと創造課☎ 42-8706


