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「かさいまちあそび2018」を取材し、SNSに記事を掲載するまちあそびレポーターを募集します。活動を通して、表現力・
発信力を磨いてみませんか。詳しくは、ホームページをご覧ください。

まちあそび SNSレポーター募集 問合先／かさいまちあそび運営事務局（文化・観光・スポーツ課内）
　　　　☎42-8756　fax42-8745　kanko@city.kasai.lg.jp

●活動期間　9/19（水）～ 12/25（火）
　※「かさいまちあそび 2018」の開催は、9/29（土）から 11/4（日）です。
●応募資格　市内に在住、在勤、在学するおおむね 16 歳以上（高校生可）の方。
●謝　　礼　1 記事につき 1,000 円（プログラム参加費別途支給）
●募集期間　9/12（水）まで　　　●募集人数　5 名程度
●応募方法　次の事項を明記してメール（kanko@city.kasai.lg.jp宛）で申し込みください。
　・住所、氏名、生年月日、職業　　・電話番号　　・意気込み（200 字程度）
　・SNS（Facebook、Instagram、Twitter、LINE、その他）利用の有無
●説明会・セミナー　
　・日時　9/19（水）13:00 ～ 15:30　・場所　アスティアかさい 3 階 OA ルーム

玉丘史跡公園で『Pokémon GO』を楽しむプレーヤー

Pokémon GO ウォーキングマップを作成！ 問合先／健康課（健康福祉会館内）☎42-8723
　　　　fax42-7521　kenko@city.kasai.lg.jp

　世界的な人気を誇る位置情報ゲームアプリ『Pokémon GO（ポケモ
ン GO）』を開発した Niantic, Inc. および株式会社ポケモンの協力のも
と『Pokémon GO』ウォーキングマップを作成しました。兵庫県下では、
初めてとなる取り組みです。今回作成したのは、玉丘史跡公園のみですが、
今後、丸山総合公園、フラワーセンターなど周辺マップを作成予定です。
　なお、作成したマップは、市役所や健康福祉会館で配布しているほか、
ホームページからダウンロードすることもできます。

敬老月間ふるさと芸能大会 問合先／長寿介護課☎42-8728
　　　　老人クラブ連合会☎42-5670

　加西市と市老人クラブ
連合会主催の「敬老月間
ふるさと芸能大会」を開
催します。会員の方へは、
各町の老人クラブを通じ
て案内します。

●期間　9/1（土）～ 8（土）10:30 ～ 15:00
　　　　※大雨などで警報がでた場合は 9、10 日に延期
●場所　健康福祉会館大会議室（ホール）
●内容　地域団体や子どもグループの出演ほか「劇団さ
　　　　むらいの公演」など

北条鉄道で清掃体験をする子どもたち

●期間　9/1（土）～ 30（日）10:00 ～ 18:30
　　　　※月曜・祝日を除く（9/1 ～ 8 は無休）
●対象　市内在住の 65 歳以上の方（9/1 ～ 8 は芸能
　　　　大会参加者に限り 60 歳以上）
●問合先　健康福祉会館☎ 42-6700

 お風呂の無料開放（健康福祉会館） 

●期間　9/1（土）～ 8（土）9:30 ～ 13:00
●場所　健康福祉会館大会議室前ホワイエ
●品物　日用品・タオル類・食器類・衣類など

 老人クラブ連合会・バザー（同時開催） 

子どもたちの出演
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播磨農業高校「播磨 Agri スクール」
農業実習を生徒と一緒に体験できます。
場所：播磨農業高校
申込：メールまたは往復はがきの往信用裏面に希望講座、返信用宛名面に
①住所②氏名③電話番号を記入し、8/10（金）までに申し込みください。
※複数の受講希望者名の記入も可
申込先：〒 675-2321  加西市北条町東高室 1236-1 
　　　　播磨農業高校☎ 42-1050　harima-ahs@hyogo-c.ed.jp
※詳しくは同校ホームページをご覧ください。

開催講座 日時 定員 受講料
楽しいブドウ栽培 9/11（火）13:35 ～ 15:25 10 人 300 円
乗馬体験 10/ 5（金）10:45 ～ 12:35 20 人 200 円
乳加工の体験 10/18（木）13:35 ～ 15:25 10 人 300 円
サツマイモ収穫体験 10/19（金）13:35 ～ 15:25 30 人 500 円
ブドウでジャムづくり 10/25（木）13:35 ～ 15:25 15 人 500 円
秋野菜の管理と収穫 11/ 6（火）10:45 ～ 12:35 10 人 500 円
草花の寄せ植え 11/ 8（木）10:45 ～ 12:35 20 人 1,500 円

講座・イベント 市民会館からのお知らせ
●かさいシネマ倶楽部「怪盗グルー
のミニオン大脱走」
日時：8/26（日）① 10:30 ～
② 13:30 ～  ※開場は各回 30 分前
料金：500 円（全席指定）
● 8 月の 1day 講座
杉原紙で作る小物たち（親子参加・可）
開催日：8/8（水）
夏休み粘土教室（親子参加・可）
開催日：8/12（日）
プロが教える夏のガーデン管理
開催日：8/19（日）
夏休みスイーツ講座（親子参加・可）
開催日：8/20（月）
こまゆの飾り寿司教室（運動会編）
開催日：9/2（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

人権文化をすすめる市民のつどい
日時：8/19（日）13:30 ～ 15:50
場所：市民会館文化ホール
内容：①人権文化をすすめる市民運
動のポスター・標語入賞者の表彰式
②講演会「命を輝かせる心のスト
レッチ」／佐久間レイさん（声優・
歌手・劇作家・作詞家）／演奏 佐
田詠夢さん（ピアニスト・作曲家）
問合先：人権推進課☎ 42-8727

イベント・教室のお知らせ
●大人のよか余暇くら部
日時：8/24（金）19:00 ～ 20:30 
対象：20歳～60歳の方（先着20名）
内容：アルティメット（参加無料）
持ち物：運動靴、飲み物、タオル
場所・申込先：健康福祉会館
☎ 42-6700

「玉丘史跡ウォーキング」
 8月は休止

毎週金曜日の「玉丘史跡ウォーキン
グ」の 8 月開催は休止します。9 月
7 日（金）から再開します。
問合先：健康課☎ 42-8723

「東京加西会」創立 30 周年記念のご案内
●日時　平成 30 年 11 月 11 日（日）12:00 ～ 14:30（受付は 11:30 ～）
　　　　※本年は、日曜日に開催します。
●場所　KKR  HOTEL  TOKYO（東京都千代田区大手町 1-4-1）
●会費　8,000 円（ご家族で参加の場合、2 人目からは 6,000 円）

　東京加西会は、関東在住の加西市に縁のある方々を会員として、会員相互の交流を図りながら、ふるさと加西への愛着と
誇りを育み、郷土の発展に寄与することを目的とした会です。加西市を故郷にする多くの皆さまとの出会いを広げていくた
め、東京都およびその近郊にお住まいのご家族、ご親戚、ご友人、知人にお声掛け、またご紹介いただきますようよろしく
お願い申し上げます。東京加西会事務局（加西市秘書課☎ 42-8701）

会長・竹本進一

第5回ふるさと川柳コンテスト
家族、地域の人とのふれあい、祭り、
風景など「ふるさと」をテーマとし
た川柳を募集します。
応募要領：川柳「5・7・5」の未発
表の自作作品（1 人 2 作品まで）。
所定の応募用紙に記入のうえ、郵送
または fax してください。
募集期限：9/6（木）必着
申込先：北播磨県民局県民交流室「ふ
るさと川柳コンテスト」係
〒 673-1431 加東市社字西柿 1075-2
☎0795-42-9516  fax0795-42-7535


