
　平成 30 年 2 月～ 5 月まで募集していましたふるさと加西の「あなたが伝えたい景色」を切り取った写真展を開催し
ます。コンテスト形式のため、市民の皆さまに投票していただき、上位入賞者に加西ふーど記掲載店で利用できるお食
事券を贈呈します。投票いただいた方にも、抽選でプレゼントを用意しています。
●日時　6 月 8 日（金）～ 6 月 17 日（日）9:00 ～ 17:00
●場所　地域交流センター交流プラザ（アスティアかさい３階）
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講座・イベント

スポーツ大会の結果
●野球（優勝チーム）
高松 1 部（伊東電機）/ 高松 2 部（Sengoku Aladdin 
BC）/ 天皇賜杯（レクサス）/ 明石城旗学童（富合）
/ 国際交流学童（富合）/ 県学童（北条）/ 高野山旗
兼西日本学童（九会）/ 親善大会（北条中）
●春季協会会長杯ゲートボール大会

（4/12、市民グラウンド）
1 位　別府　2 位　常吉
●ねひめ杯グラウンド・ゴルフ大会

（4/15、オークタウン広場）
1 位  山本久美子　2 位  坪木貞子
●すぱーく加西杯グラウンド・ゴルフ大会

（4/28、すぱーく加西）
1 位 栗山信男　2 位 大西庸雄
●協会長杯グラウンド・ゴルフ大会

（5/6、ぜんぼうグリーンパーク）
1 位 永戸秀幸　2 位 高見常子
問合先：文化・観光・スポーツ課☎ 42-8773

加西手打ちそばの会体験教室
自分で打ったそばを食べてみませんか？
日時：6/30（土）10:00 ～ 13:00
場所：北部公民館料理教室
内容：そば打ち体験（対象一般）
講師：甘中正勝、甘中みすえ
定員：先着 16 名（材料代 2,000 円）
持ち物：三角巾、エプロン、タオル
2 枚、そばを入れるタッパー、お茶
申込・問合先：北部公民館☎ 45-0103

結婚を希望する登録者を募集します 問合先／ふるさと創造課☎42-8706
　　　　出逢いサポートセンター☎43-1551

　近い将来に結婚を希望する男性・女性。登録いただければ、登録者同士の間に出逢いサポーターが入って、ふたりの
出逢いの機会をつくります。また登録者に対するセミナーや出逢いイベントに参加いただけます。
●相談登録者　近い将来に結婚を希望する 18 ～ 49 歳までの男女　　 ●登録料・成婚料　無料（セミナーやイベントは有料）
●登録期間　最長２年　●開設場所　アスティアかさい１階　　　●開設時間　10:00 ～ 19:00（火・水定休）
●登録方法　チラシもしくは加西市 HP より相談者受付票をダウンロードして必要事項を記載し、センターに郵送、持
　　　　　　参もしくは FAX をしてください。受付後、センターより連絡し、面接を行います。
●申込先　出逢いサポートセンター☎ fax43-1551　kasaideaisapo@gmail.com

　鳥取を拠点に世界の怪魚を釣ったり、
シェアハウスの運営、鳥取発のアパレルブ
ランドのデザインや空き家の利活用など、
アグレッシブな事業を展開されている田川
さんにお話ししていただきます。
ゲスト　田川慶一郎（ANDMORE 代表 )　
日　時　6/22( 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　6/20（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 )
申込先　観光まちづくり協会☎ 42-8715 kyokai@kasai-kano.com

ふるさと加西の写真展を開催 問合先／観光まちづくり協会（文化・観光・スポーツ課内）
　　　　☎42-8715 fax42-8745

ふるさと加西フォトコンテスト
「あなたが伝えたい景色」Season3 の写真を募集

　平成 30 年 6 月～ 9 月に撮影したふる
さと加西のあなたが伝えたい景色の写真
を、理由やエピソードとともにお送りく
ださい。Season1 ～ 3 までの上位作品を
使って 2019 年（平成 31 年）カレンダー
を作成します。

▲ H29 年受賞作品（五百羅漢）募集期間　6 月 1 日（金）～ 10 月 1 日（月）
申込方法　応募用紙（観光まちづくり協会ホームページ）を、現像した作品
　　　　　の裏側に添付し、データとともに郵送または持参してください。
問 合 先　観光まちづくり協会（文化・観光・スポーツ課内）
　　　　　☎ 42-8715　fax42-8745

▲田川さん

加西まち活ゆめ広場「マイエリアの育て方」
～個人で始めるエリアづくり～
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かさいいきいき体操
 応援隊養成講座

介護予防を目的とした筋力運動・つど
いの場を行うグループ活動の応援者を
養成する講座です。グループの活動内
容は、加西市オリジナル「いきいきサ
ルビア体操」と全国的に介護予防の効
果が認められている「いきいき 100
歳体操」を、映像を見ながら実践しま
す。誰でも簡単に自分に合ったペース
で体力づくりができます。
日時：7/19（木）、26（木）13:30 ～ 15:30
内容：いきいきサルビア体操・いき
き 100 歳体操・応援隊の役割等
場所：市民会館 3 階小ホール
講師：理学療法士等
定員：先着 30 人
参加条件：全 2 回に参加し、修了後、
地域のいきいき体操の会場にて、ボ
ランティア活動が可能な方
持ち物：体操ができる服装、飲み物、
タオル、筆記用具
申込方法：6/4（月）～ 6/25（火）
の間電話でお申し込みください。
申込先：長寿介護課☎ 42-8728

日時：7/22（日）13:30 ～ 16:00
場所：善防公民館
講師：十八代目太鼓屋六右衛門さん
対象：市内在住の小学 3 ～ 6 年生（必ず保護者同伴でお願いします）
定員：30 組（応募多数の場合は抽選）　費用：2,700 円（材料費、当日集金）
持ち物等：古タオル、作業用手袋、作業のできる服装、材料費
申込期間：6/1（金）～ 22（金）　　 申込先：人権推進課 ☎ 42-8727
申込方法：人権推進課まで申込書を持参または郵送（FAX 可）
　　　　　申込書は市 HP からダウンロードできます。

夏休み 太鼓作り教室
夏休みの思い出に、講師の指導で自
分だけのオリジナル太鼓を作ります。

イベント・教室のお知らせ
●大人のよか余暇くら部
日時：6/22（金）19:00 ～ 20:30 
場所：勤労者体育センター
対象：20歳～60歳の方（定員20名）
内容：ソフトバレーボール
持ち物：運動靴、飲み物、タオル
●自主活動応援教室
開催日：6/13・8/8・10/10・
12/12・2/13（全て水曜）
時間：13:30 ～ 14:30
場所：健康福祉会館
定員：30 名
内容：ストレッチ、筋トレ、脳トレ、
リズム体操など
持ち物：上履き、飲み物、タオル、筆記用具
･････････････････････････････････
申込先：健康福祉会館☎ 42-6700
※参加費はいずれも無料です。

あびき湿原観察会
可憐なトキソウ、カキランが咲くの
はこの時期だけ！
日時：6/10（日）9:00 ～
集合場所：南網引町公会堂（網引町
1734）※事前申込不要
参加費：300 円（小中生無料）
主催：九会地区ふるさと創造会議
問合先：代表板井☎ 090-5670-3490

県下最大級の湿原であり、多数の希
少動植物が生息する「あびき湿原」
でのハイキングにご参加ください。
①ふるさと再発見ハイキング
　～あびき湿原観察会～
日時：6/14（木）9:15 ～ 14:30 頃（小
雨決行、当日参加可）
集合場所：観光案内所（北条町駅待合室）
参加費：300 円（保険代等）
※別途北条鉄道運賃７６０円必要。
コース：約４km（北条町駅…北
条鉄道…網引駅→南網引公会堂
→あびき湿原→網引駅…北条鉄
道…北条町駅）
※昼食・状況により長靴をご持参ください。
申込先：観光案内所　☎ 42-8823
･････････････････････････････････
②第 3 回加西風土記の里ウォーク
 　～「あびき湿原」散策コース～
日時：6/19（火）10:20 ～
集合場所：北条鉄道網引駅
参加費：無料
コース：網引駅→状覚山古墳群→あ
びき湿原→糠塚古墳→網引駅
※昼食・状況により長靴をご持参ください。
問合先：観光まちづくり協会
☎ 42-8715

あびき湿原ハイキング

開催日：7/14・15・16 の各日 4 便
時間：① 10:40 ② 11:40 ③ 12:40
④ 13:40 ※北条町駅発の時刻です。
予約開始：6/11 より（参加費 900
円。大人・子ども同額）
※お子さまには、かぶと虫ひとつ
がいをプレゼント。詳しくはお問
い合わせください。
申込（問合）先：北条鉄道㈱
☎ 42-0036

北条鉄道「かぶと虫列車」
 参加者の募集

～欲しい人材に「響く」求人・面接の
ポイント～
欲しい人材に会社の魅力を伝える求
人票の書き方や限られた時間で人材
を見極める面接の方法等について事
例をもとに具体的に学びます。
日時：6/20（水）13:30 ～ 16:00
場所：加西商工会議所
講師：Office Heart Rock 代表・社
会保険労務士　野間信行 氏
受講料：会員無料／非会員 3,000 円
申込先：加西商工会議所
☎ 42-0416

人材確保戦略セミナー


