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地域福祉のあり方を障害者・
 高齢者・地域住民で考えよう

加西市が事業委託している地域活動
支援センター・カラーズの紹介や仕
事体験などもできます。
日時：2/25（日）14:00 ～ 16:00
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）
参加費：無料
申込先：NPO 法人 sky トゥルーカ
ラーズ加西☎ 33-9885

北播磨県民局からのお知らせ
■現代美術講座～価値の上塗り～
日時：2/16（金）10:00 ～ 12:00
講師：向井修二さん（美術家）
定員：先着 50 人
募集期間：2/7（水）まで
■有機農業講座～人と環境に優しい～
日時：3/2（金）13:00 ～ 15:30
講師：保田茂さん（神戸大学名誉教
授）
定員：先着 60 人
募集期間：2/19（月）まで

場所：社総合庁舎別館 4 階会議室
（加東市字西柿 1075-2）
参加費：無料
申込：氏名・住所・電話番号を申込
用紙（ダウンロード可。「北播磨地
域ビジョン委員会」で検索）に記入
の上、FAX または電話
申込先：北播磨県民局総務防災課
☎ 0795-42-9513  ℻ 0795-43-0169

農地中間管理事業出張相談会
農地中間管理事業は、農地の中間的
受け皿となる農地中間管理機構を活
用して農地の有効利用と農業経営の
効率化を進める担い手への集積・集
約化を進める事業です。兵庫みどり
公社職員が制度説明や相談・質問を
個別に応じます。予約不要で、農地
の借受・貸付希望登録も受付します。
日時：2/13（火）10:00 ～ 15:00
場所：市役所 1 階多目的ホール
問合先：（公社）兵庫みどり公社加
東農地管理事務所☎ 0795-42-9420

日時：2/25（日）16:30 ～ 20:45　受付 16:00 ～
場所：えぇもん王国、鶉野飛行場跡周辺
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書を提示してください。
参加費：男性 3,000 円　女性 2,000 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
登録の方は割引可）。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（フリガナ）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　※携帯電話で申込の場合は、受信指定をしてください。
募集期間：2/18（日）まで　　協力：九会地区ふるさと創造会議
問合先：加西市出逢いサポートセンター☎ 43-1551（いごこち）
　　　　播州いのべ～団☎ 080-6141-1151（いいこい）

☆星ふる婚活☆　澄みきった星空を観察しながら、
　　　　　　　　ロマンティックな夜を共に過ごしましょう♪

田中千代野『おはなしおば
 さんのおはなし会』

日時：2/25（日）11:00 ～ 11:50
場所：市民会館コミュニティーセン
ター 2 階和室
参加費：一般 800 円（3 歳以上）
会員 500 円※ 1 家族年会費 500 円
問合先：加西おやこ劇場☎ 43-0830
※詳しくはホームページをご覧くだ
さい。

地産地消食育プログラム
■キッズ・キッチン in オークタウ
ン加西
市内で採れた旬の野菜を使います。
日時：3/18（日）9:00 ～ 15:00
場所：オークタウン加西
対象：小学 1 ～ 6 年生
定員：先着 20 人
参加費：500 円
持ち物：軍手、帽子、タオル、防寒
具、着替え、新聞紙、ゴミ袋、レジ
袋、飲み物など
申込先：健康課☎ 42-8723

スマホ教室
■はじめてのスマホ体験してみませ
んか
日時
① 2/26（月）13:30 ～ 15:30
② 3/12（月）13:30 ～ 16:30
場所：アスティアかさい 3 階集会室
内容：スマートフォンの基本操作

（電話、メール、カメラ、インター
ネットなど）
対象：60 歳以上でス
マートフォンに興味が
ある方
定員：先着 25 人
参加費：無料
申込先：老人クラブ連合会事務局
☎ 42-5670
問合先：長寿介護課☎ 42-8728

ニューモラル講演会「なぜ
 今、道徳の教科化か」

4 月から「特別の教科 道徳」が小
学校で開始されます。道徳の教科化
の背景や何のための教科化か、一緒
に考えましょう。
日時：2/25（日）13:30 ～ 15:30
場所：健康福祉会館 2 階研修室
講師：貝塚茂樹さん

（武蔵野大学教授）
定員：100 人（要申込）
参加費：無料
申込：住所・氏名・電話番号を FAX
申込先：西脇モラロジー事務所（山
本）℻ 42-4758
後援：加西市、加西市教育委員会等
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ゲスト：村上博郁さん（NPO 法人まちづくりプロジェクト iD 尾道代表）
日時：2/16（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）　募集期間：2/14（水）まで
参加費：ゲストトークは無料。交流会は 1,000 円（軽食付）。

①第21回  加西まち活ゆめ広場
　「脱都心部！脱地方！」～住みたい場所は自分たちでつくる～
広島県尾道市でまちづくり活動を行われている村上さんは、
仲間と「おもしろいこと」を話し合い、でてきたアイデアを
実現されてきました。移動式屋台プロジェクトや空き家を再
生して交流・発信をするゲストハウスの開店など、街をおも
しろくプロデュースする方法を学びます。 村上さん

講師：谷口弘和さん（木の家専門店  谷口工務店社長）　定員：22 人
日時：2/19（月）8:30 ～ 18:00　　集合場所：加西市役所正面玄関前
視察場所：大津百町スタジオなど（滋賀県大津市周辺）
参加費：2,000 円（昼食・バス代含む）　募集期間：2/1（木）～ 8（木）
申込：件名を「飛び出せまち活ゆめ広場」とし、住所・氏名・人数・電話
番号を明記してメールで申し込みください。※ 3 日以上たっても「受付
完了メール」が届かない場合は、電話でお問い合わせください。申込多数
の場合は抽選し、当選結果を 9 日（金）にメールで通知します。

②第22回  飛び出せ！加西まち活ゆめ広場
　古民家を活用した街づくりの現状と課題
　～「商店街を丸ごとホテルに」大津町屋整備事業～
今回は、加西市を飛び出し、まちづくりの先進地を視察し、
まちづくりの達人からお話を聞きます。神姫バスと加西市、
加西市観光まちづくり協会の連携事業です。

①②申込先：観光まちづくり協会☎ 42-8715　kyokai@kanko-kasai.com

谷口さん

くらし

コミュニティ助成事業により北条
 町小谷区の防災備蓄倉庫を設置

北条町小谷区は、宝くじの受託事業収
入を財源とするコミュニティ助成事
業により、防災備蓄倉庫を設置すると
ともに、発電機、防水ライトなどの
防災備品を整備しました。近年の災
害状況から自分の命は自分で守る「自
助」から地域で助け合い支えあって
いく「共助」へ意識を向上させるため、
情報伝達、救護、避難等の防災訓練に
努めています。倉庫と備品を整備した
ことにより、自主防災組織および消
防団を中心として、
今後ますます防災・
減災活動を推進し
ていきます。
問合先：危機管理課☎ 42-8751

播磨の三飛行場を活かした
 まちづくりシンポジウム

■太平洋戦争中、播磨には三つの飛
行場があった
日時：2/25（日）13:30 ～ 15:30
開場 13:00
場所：アスティアかさい 3 階多目
的ホール
内容：田原直樹教授（兵庫県立大学）
を迎えて、播磨三飛行場の調査研究
や普及啓発活動を行う団体の活動報
告とパネルディスカッション
■播磨三飛行場展
鶉野飛行場、加古川飛行場、三木飛
行場に関する資料を展示します。
日時：2/25（日）10:00 ～ 16:00
場所：アスティアかさい 3 階

参加費：無料
問合先：（一社）鶉野平和祈念の碑
苑保存会☎ 49-0759　※鶉野飛行
場や加西市での戦争関連の資料を集
めています。ご協力をお願いします。

介護保険料の年金からの天
 引きが 4 月から始まります

普通徴収（納付書または口座振替）
により介護保険料を納付の次の方
は、4 月支給の年金から介護保険料
の特別徴収（年金から天引き）が
始まります。対象者には 3 月中旬
にお知らせの文書を送付します。
対象：平成 29 年 4 月から 9 月の間
に、①～③のいずれかに該当する方
で、年額 18 万円以上の老齢（退職）
年金や障害年金、遺族年金を受給し
ている方
① 65 歳以上で年金給付を新たに受
けられた方　②年金給付を受けてい
て 65 歳になられた方　③市内に転
入の届出を行った 65 歳以上の方
問合先：長寿介護課☎ 42-8788

食生活相談
食生活のアンケートに答えていただ
くと、市の管理栄養士が食生活相談
に応じます。野菜の一日必要量クイ
ズもあります。
日時：2/20（火）10:00 ～ 15:00
場所：イオンモール加西北条 1 階
コスモスコート
問合先：健康課☎ 42-8723

アート＆クラフト
 「ひな飾りを作ろう」

日時：2/22（木）10:00 ～ 11:30
定員：先着 15 人
参加費：800 円（材料代含む）
持ち物：水のり、ハサミ、ピンセッ
ト、筆記用具、新聞紙、黒マジック

（細書き）、古タオル
場所・申込先：南部公民館
☎ 49-0041


