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図書館「夏休みキッズイベント」
●親子で楽しもうキッズ工作『カタカタにんぎょう』
～紙で作った人形を上から落とすと、左右にカタカタと落ちていくよ～
日時：7/21（土）10:30 ～ 12:00　場所：アスティアかさい 3 階集会室
対象：小学生親子（定員 20 組）
●たのしい科学あそび『すてきなプラネタリウムを作ろう』
日時：7/28（土）14:30 ～ 16:30　場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：西脇久美子さん　対象：小学生（定員 25 名）
●図書館お仕事体験
　～本の貸出や返却、整理など…。一度体験してみませんか？～
日時：8/1（水）① 10:10 ～ 12:30　② 14:10 ～ 16:30
場所：加西市立図書館　対象：小学 5 年生～ 6 年生
定員：各回 3 名（合計 6 名）
･･････････････････････････････････････････････････････････････････
参加費：無料　申込：図書館 3 階カウンターでお申し込みください。
募集期間：7/8（日）10:00 ～（先着順）　問合先：図書館☎ 42-3722

市民会館からのお知らせ
●月亭方正落語会
公演日：9/17（月・祝）14:00 ～
出演者：月亭方正、桂三幸
ゲスト：春風小イチロー
料金：1,000 円（全席指定）
● 7 月の 1day 講座
手作り人形教室（2 回コース）
開催日：7/7、14（土）
パティシエが教えるスイーツ講座
開催日：7/9（月）
プロが教える園芸講座
開催日：7/16（月・祝）
スワロフスキーのアクセサリー講座
開催日：7/29（日）
※詳しくはお問い合わせください。
場所・問合先：市民会館☎ 43-0160

バウンドテニス体験教室
ルールはテニスとほぼ同じで、競技
スペースはテニスの 1/6。テニスの
経験も老若男女も関係なく、誰もが
楽しめる生涯スポーツです。
日時：8/19( 日 )10:00 ～ 15:00
場所：善防公民館（参加無料）
対象：小学校 1 年生以上の親子（子
どものみの参加可）
持ち物：体育館シューズ、タオル、
飲物、運動のできる服装
※道具は無料で貸し出します。
申込期限：7/31 まで（当日受付可）
申込先：加西市バウンドテニス協会

（田尻）☎ 48-2274

消費税軽減税率・価格
　転嫁対策セミナー

利益を出すための価格戦略や優良顧
客の探し方などを学びます。
日時：7/27（金）13:30 ～ 15:30
場所：加西商工会議所
講師：渋谷雄大さん（ジャイロ総合
コンサルティング㈱）
定員：20 名（受講無料）
問合先：加西商工会議所
☎ 42-0416

日商簿記３級講習会の案内
本講座では初めて簿記を学ぶ方を対
象にゼロからスタートし、日商簿記
３級程度の知識の習得を目標とし、
日商簿記検定３級の合格を目指す方
にも最適なセミナーです。
期間：7/20 ～ 9/28（毎週火・金 )
[ 全 20 回 ]、試験対策（補講）1 回
時間：18：30 ～ 20：40（約 2 時間）
講師：税理士　長田達子さん
受講料：会員・学生 15,000 円、非
会員 25,000 円（教科書代含む）
場所・問合先：加西商工会議所
☎ 42-0416被災地支援「ハチドリまつり」

当日集めた募金と出店の売り上げの
一部を被災地支援ボランティアの活
動資金として寄付します。
日時：7/15（日）14:00 ～ 20:00
場所：日吉神社（池上町）
問合先：ハチドリまつり実行委員会

（阿部）☎ 090-1593-2195

兵庫教育大学連携講座
 100 歳まで健幸に生きよう！

健康であることは生きていく上で一
番大切なことですが、忙しくしている
とつい忘れがちなことでもあります。
生涯できるだけ健康ですごせるため
には、毎日の生活習慣において、どう
いうことに気をつけるといいのかを
科学的な根拠に即してお話しします。
日時：8/7（火）10:00 ～ 11:30　
場所：加西市民会館小ホール
定員：200 人（受講無料）
講師：吉岡秀文さん（兵庫教育大学教授）
募集期間：7/31（火）まで
申込：住所、氏名（フリガナ）、性別、
年齢、電話番号を電話または FAX、
メールで申し込みください。
協力：中央公民館（中央かしの木学
園運営委員会）
申込先：人口増政策課☎ 42-8700 
fax43-1800 jinko@city.kasai.lg.jp

生産性向上特別措置法に基づく、市内の事業者が労働生産性を向上させる
ため策定する先端設備等導入計画の認定申請の受付を開始しました。
●認定者への主な支援策
・新規取得する生産性向上に資する設備の固定資産税が、当初 3 年間ゼロ
・ものづくり補助金等の国の補助金制度の優先採択
●申請先：産業振興課（市役所 4 階）☎ 42-8740

生産性向上特別措置法による固定資産税の減免措置。受付開始
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テーマ：観光振興事業と地域活性化について
ゲスト：山下和久さん（神河町地域振興課長）　　
場所：えぇもん王国　
参加費：ゲストトーク無料。交流会 1,000 円 ( 軽食付 )
募集期間：7/23（月）まで
日時：7/25( 水 )　ゲストトーク 18:30 ～ 20:30  交流会 20:30 ～ 21:30
申込先：観光まちづくり協会☎ 42-8715 kyokai@kanko-kasai.com

加西まち活ゆめ広場
今回のゲストは、神河町の砥峰高原に、大河ドラマ「平
清盛」、映画「ノルウェイの森」などの場所を誘致し、
また国内１４年ぶりの新設スキー場開設に携われた方
です。観光振興事業についてお話しいただきます。

くらし

権利擁護研修のご案内
日時：7/27（金）14:00 ～ 16:00
場所：健康福祉会館 2 階研修室 1・2
講師：佐伯文昭教授（関西福祉大学
社会福祉学部社会福祉学科） 
参加者：地域福祉に興味関心のある方
参加費：無料（定員 100 名）
申込期限：7/20（金）まで（要申込）
申込先：地域包括支援センター（健
康福祉会館内）☎ 42-7522

労働災害防止の全国安全
 週間「7/1（日）～ 7/7（土）」

スローガンは「新たな視点でみつめ
る職場　創意と工夫で安全管理　惜
しまぬ努力で築くゼロ災害」です。
問合先：兵庫労働局労働基準部安全
課☎ 078-367-9152

鶉野中地区コミュニティ
 供用施設が完成

防衛省の防衛施設周辺民生安定施設
整備事業補助金を活用して、鶉野中
地区にコミュニティ供用施設を整備
しました。整備した施設は大・中・
小会議室と調理室を備え、地域内で
の会議やコミュニティ活動などに活
用できる施設となりました。
問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706

戦没者遺児による慰霊友好
 親善事業の実施について

先の大戦で父等を亡くされた戦没者
の遺児を対象として、父等が戦没さ
れた旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行う
とともに、同地域の住民と友好親善
をはかることを目的として、厚労省
の補助により、日本遺族会が慰霊友
好親善事業を実施しています。
参加費：10 万円（29 年度参加者以
外は、複数回応募可能。付き添い希
望者は要相談）
実施地域：特定地域 ①西部ニュー
ギニア②東部ニューギニア③ミャン
マー　広域地域 ③ビスマーク諸島
④東部ニューギニア⑤西部ニューギ
ニア⑥北ボルネオ・マレー諸島⑦マ
リアナ諸島⑧トラック・パラオ諸島
⑨フィリピン（１次）⑩ソロモン諸
島⑪ミャンマー・タイ⑫台湾・バシー
海峡⑬マーシャル・ギルバート諸島
⑭フィリピン（２次）⑮中国
問合先：日本遺族会
☎ 03-3261-5521
申込先：兵庫県遺族会
☎ 078-341-2952

東播都市計画地区計画の縦覧
内容：「中野地区地区計画」の変更
決定素案
期間：7/17（火）～ 7/31（火）
閲覧場所：都市計画課（平日 8:30
～ 17:15）縦覧期間中は参考図書
を市 HP に掲載します。
意見提出：縦覧期間中に閲覧場所で
所定の意見書を提出することができ
ます。提出方法については、市 HP
をご覧ください。
問合先：都市計画課☎ 42-8753

加西市定例教育委員会
どなたでも傍聴できます。
日時：7/24（火）14:00 ～
場所：市役所 4 階入札室（大）
問合先：教育総務課☎ 42-8770

期限内納付にご協力を
平成 30 年度固定資産税 2 期、国民
健康保険税 1 期の納期限は 7 月 31
日（火）です。
問合先：税務課☎ 42-8712

まちライブラリーからのお知らせ
市内のまちライブラリーの自慢の本
の貸出と開設者による絵本の読み聞
かせ会を開催します。
●まちライブラリー大集合
日時：7/21（土）～ 8/2（木）
場所：市民会館 1 階
●絵本読み聞かせ会
日時：7/29（日）10:00 ～ 11:30
場所：市民会館 3 階教養室
問合先：観光まちづくり協会☎ 42-8715

映画「ダイアナ」を上映
36 歳で急死した元イギリス皇太
子妃ダイアナがその短い生涯の最
期まで追い求めたものとは…。ア
カデミー賞 2 度のノミネートを誇
るナオミ・ワッツがキャリアのす
べてをかけて演じきった感動作！
日時：7/28（土）13:30 ～
場所：アスティアかさい 3 階多
目的ホール（参加無料）
問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706

講師の山下さん

放送大学 10 月生募集
放送大学はテレビ等の放送やイン
ターネットを利用して授業を行う通
信制の大学です。心理学・福祉・経済・
歴史などさまざまな分野を学べます。
募集期間：8/31（金）まで
問合先：放送大学姫路サテライトス
ペース☎ 079-284-5788


