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スポーツ大会の結果
■軟式野球（優勝チーム）
西日本 1 部／伊東電機
■すぱーく加西杯グラウンド・ゴル
フ大会（2/24、すぱーく加西）
1 位 葭田徳子　2 位 仲井満男
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773

新緑あふれるオークタウンで
 健康リラックスヨーガ教室

日時：5/16、30、6/6、20、7/4、
11 の全 6 回（曜日は水曜日）
10:00 ～ 11:30
場所：オークタウン加西
講師：松本妙子さん（ヨーガ指導員）
対象：高校生以上
定員：先着 20 人
受講料：1,500 円（初回無料、全 5
回分）
持ち物：ヨガマット（バスタオル）、
飲み物
募集期間：4/9（月）10:00 ～
申込先：オークタウン加西☎ 44-2595

春のチャレンジ空手無料体験
親子のコミュニケーションや健康な
心と体作りにチャレンジしましょう。
日時：4/30（月）10:30 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3 階ライ
トスポーツスタジオ
対象：幼児から中学生まで
※小学生以下は保護者同伴
定員：先着 20 人
参加費：無料
持ち物：運動のできる服装、飲み物、
タオル
申込先：地域交流センター登録団体
拳武会館加西支部（井上）
☎ 090-4035-1941

観光まちづくり交流会
まちづくり活動を行う団体や市民の
の活動に触れ、気軽に「まちづくり」
に関わるきっかけにしませんか。
日時：4/15（日）13:00 ～ 16:00
場所：アスティアかさい 3 階交流
プラザ
内容：①まちづくり活動の報告
②団体同士やまちづくり活動に興味
のある方との交流
③「加西市観光推進基本計画」策定
委員長の吉兼秀夫特任教授（京都外
国語大学国際貢献学部グローバル観
光学科）による講演
④活動報告パネル展（4/15 ～ 21）
問合先：観光まちづくり協会
☎ 42-8715

ふるさと再発見ハイキング
■飯盛野疎水・奉天池巡り
明治時代に造られた飯盛野や鶉野台
地の疎水路を歩きます。分水路やサ
イフォン形式による水路を見学し、
当時の人々の願いや苦労を想像して
みましょう。小雨決行・荒天中止。
日時：4/20（金）9:00 ～ 12:00
集合場所：鶉野飛行場跡駐車場
コース（約 6km）：鶉野飛行場跡～
奉天池～疎水サイフォン～旅順池～
飯盛野疎水工事記念碑～分水路～鶉
野飛行場跡
参加費：300 円（傷害保険料等）
主催：歴史街道ボランティアガイ
ド、観光まちづくり協会
申込先：観光案内所☎ 42-8823
※当日参加も可能です。

加西風土記の里ウォーク 2018
神鉄コミュニケーションズと共催で
年 10 回行います。参加した回数に
応じて記念品を進呈します。詳しく
は、市役所、公民館等で配布のチラ
シをご覧ください。
■第 1 回県立フラワーセンター散
策コース
日時：4/14（土）10:30 ～
約 10km　※雨天中止
集合場所：播磨横田駅
参加費：無料　※昼食持参
問合先：観光まちづくり協会
☎ 42-8715

ゲスト：山下裕子さん（ひと・ネットワーククリエーター、
　　　　広場ニスト）
日時：4/26（木）ゲストトーク 18:30 ～ 20:30  交流会 20:30 ～ 21:30
場所：アスティアかさい 3 階地域交流センター交流プラザ
参加費：ゲストトークは無料。交流会は 500 円（軽食付）。
募集期間：4/23（月）まで
申込先：観光まちづくり協会☎ 42-8715　kyokai@kanko-kasai.com

第24回  加西まち活ゆめ広場「でかけたくなる、みんなの居場所」
～交流がはじまる公共空間は、自ずとその役割を果たす～
富山グランドプラザの運営を成功に導き、全国のまちなか
広場づくりでも活躍されている山下さんをお招きします。
今回は公共施設の空間活用方法を学びます。

山下さん

加西市社会福祉協議会
 春のクリーンキャンペーン

4コースに分かれてゴミを拾います。
日時：4/15（日）9:00 ～ 10:00
※小雨決行
集合場所：健康福祉会館駐車場
※小学生以下は保護者同伴
問合先：加西市ボランティア・市民
活動センター☎ 43-8133

グラウンド・ゴルフ協会杯
日時：5/6（日）8:30 受付
※雨天の場合 5/13（日）に延期
場所：ぜんぼうグリーンパーク
定員：先着 300 人
参加費：500 円（当日徴収）
申込：4 公民館にある申込用紙に記
入し FAX
募集期間：4/5（木）～ 25（水）
申込先：グラウンド・ゴルフ協会

（大西）☎ 43-0313　℻ 20-7197
（杉本）☎＆℻ 46-0727
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こどもの読書週間イベント
■えほんのひろば「絵本の読み聞かせ、手あそび・歌あそび」
日時：4/12（木）、19（木）11:00 ～ 11:30
対象：0 歳からの子どもと保護者　※乳幼児向け
■図書の展示「名作のおはなしを楽しもう」
期間：4/20（金）～ 5/30（水）
内容：グリムやアンデルセン、イソップなどの名作ロングセラー本を展示、貸出
■ヘンゼルとグレーテルのお菓子の家をみんなで作ろう！
紙で作ったお菓子を飾って、お菓子の家を完成させましょう。
期間：4/21（土）～ 29（日）
■「大好き絵本」の木
お気に入りの一冊をカードに記入して木に貼ってください。
期間：4/21（土）～ 5/12（土）
■キッズクラフト「わん・にゃん  メッセージカードを作ろう！」
台紙に犬・猫のイラストや飾りをつけて、とび出すカードを作ります。
日時：4/28（土）10:00 ～　　対象：小学生以下　　定員：先着 30 人
■楽しいうたとおはなしスペシャル
みんなで動物になってお話に参加したり、歌を歌ったりして楽しみます。
日時：4/28（土）14:00 ～ 14:50　　出演：かさい・えほんの森
対象：概ね小学生以下　※ご家族の方も参加できます。

参加費：無料　　場所・問合先：図書館☎ 42-3722

市民会館からのお知らせ
■米村でんじろう
サイエンスショー
日時：7/22（日）
① 13:00 ～
② 15:30 ～
料金（全席指定）：大人 2,500 円
子ども 2,000 円（中学生以下）
※ 2 歳以下のお子さまで席が必要
な場合は有料。
チケット発売日：4/29（日）
■カルチャー講座（前期：4 ～ 7 月）
定期講座（新規）：こどものハワイ
アンフラ講座、クラシックバレエ教
室、自家製天然酵母のパン教室、蓬
莱京子先生のアレンジメントフラ
ワー教室
■こいのぼりの粘土教室
日時：4/6（金）10:00 ～ 12:00
■プロが教える春いっぱいの寄せ植
え講座
日時：4/15（日）10:00 ～ 12:30
■パティシエが教えるスイーツ講座
日時：4/16（月）13:00 ～ 15:30
■こまゆの飾り寿司教室
日時：4/29（日）10:00 ～ 12:30
場所・問合先：市民会館☎ 43-0160
※詳しくはお問い合わせください。

春の下水道施設見学会
家庭から出る排水が、どのようにし
てきれいになるかを知るための見学
会です（無料）。風船・缶バッジな
どのプレゼントもあります。
日時：4/22（日）10:00 ～ 14:20
場所：加古川上流浄化センター（小
野市黍田町 398-2）
問合先：同センター☎ 0794-63-5554

古法華春祭り
多聞寺住職による読経や山伏の「護
摩供養」などが行われます。また、
当日は国重要文化財「古法華石仏」
が、無料で拝観できます。
日時：4/8（日）9:00 ～ 12:00
場所：古法華自然公園内「古法華寺」
問合先：古法華石仏保存会（高見）
☎ 090-7486-9683

青野原駐屯地でお花見
青野原駐屯地を一般開放します。
期間：4/15（日）まで
平日 17:30 ～ 20:00
土・日曜日 9:30 ～ 20:00
場所・問合先：青野原駐屯地（小野
市桜台 1）☎ 0794-66-7301

おやこまつり
■子ども市
買い物チケットで、買い物体験をし
て遊びましょう。
日時：4/30（月）10:30 ～ 11:30
参加費：300 円
■たっちゃんの紙芝居ライブ
日時：4/30（月）13:00 ～ 14:00
参加費：1,000 円（会員は 700 円）

場所：善防公民館
申込先：加西おやこ劇場☎＆℻ 43-
0830 ※ホームページから申込可能

北条鉄道「さくらまつり」
日時：4/8（日）10:00 ～ 14:00
※雨天中止
場所：播磨横田駅※駐車場はありま
せんので北条鉄道をご利用ください。
内容：ミニ SL 運転会、N ゲージ、
プラレール、ボールすくい、切り絵
教室、お絵描き教室、たこ焼き、焼
きそば、かしわめし、ポップコーン、
綿菓子、ぜんざいなど
※各駅スタンプラリーもあります。
問合先：北条鉄道㈱☎ 42-0036

くらし

加西市定例教育委員会
どなたでも傍聴できます。
日時：4/18（水）15:30 ～
場所：市役所 5 階大会議室
問合先：教育総務課☎ 42-8770


