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講座・イベント

自然と遊ぼう！！
 ネイチャーゲーム＆クラフト

日時：10/21（日）10:00 ～ 12:00
※雨天中止（受付 9:30 ～）
場所：丸山総合公園（管理棟集合）
定員：先着 20 組
対象：4 歳～※未就学児は保護者同伴
参加費：1 人 300 円
※動きやすい服装でお越しください。
申込方法：氏名・連絡先・年齢・学
年を記載し、fax またはメール
申込先：丸山総合公園管理事務所
☎ 35-8872  fax35-8873 
qquh8ee9k@wind.ocn.ne.jp

　平成 30 年 6 月～ 9 月まで募集していたふるさと加西の「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。投票していただいた方にも、抽選でプレゼントを用意しています。
●日時　10 月 4 日（木）～ 10 月 11 日（木）9:00 ～ 17:00　　　●場所　市民会館コミセン 2 階ギャラリー

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～
　　　　「みんなに伝えたい景色」Season1 の写真を募集
　平成 30 年 10 月～平成 31 年 1 月に撮影したふるさと加西の景色の写真を、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 2020 年カレ
ンダーを作成します。

前年作品（播磨農高）

募集期間　10 月 2 日（火）～ 1 月 31 日（木）
申込方法　応募用紙（市ホームページ）を、現像した作品の裏側に添付し、郵送または持参。
問 合 先　観光まちづくり協会（文化・観光・スポーツ課内）　☎ 42-8715

ひょうご矯正展
受刑者が、製作した刑務所作業製品
の展示即売会や施設の見学など。
日時：10/13（土）9:30 ～ 16:00
場所：神戸刑務所（明石市大久保町
森田 120）☎ 078-936-0914

スポーツ大会の結果
●野球（優勝チーム）
西日本選手権（伊東電機）/ 都市対
抗（伊東電機）/ 県選手権 C 級（山
下クラブ）/ チャレンジカップ秋季
学童（九会）/ 近畿学童（富合）/
アラジン旗学童（九会）/ アラジン
旗（北条中）
●市長杯ソフトテニス大会

（8/5 加西テニスコート）
男子 1 位  辻・土居（ねひめ）
女子 1 位  是常・廣田（高校）
●すぱーく加西杯グラウンド・ゴルフ大会

（8/25 すぱーく加西）
1 位 葭田徳子 2 位 市浦美保
●サルビアゲートボール大会

（8/28、市民グラウンド）
1 位 宇仁 B チーム 2 位 鶉野チーム
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773

国際交流グランドゴルフ大会
地域の外国人の皆さんと対戦する日
本人参加者を募集。子どもから大人
まで楽しくプレーしませんか？
日時：11/11（日）10:00 ～
場所：善防公民館
参加者：誰でも参加可（定員 25 人）
参加費：500 円（会員・外国人 300 円）
申込先：NPO 法人ねひめカレッジ
☎ 33-9455

雑魚取り大会（下宮木町）
日時：11/4（日）9:00 ～ 12:00
場所：小畑池（下宮木町）
内容：ため池で魚のつかみ取り、ク
リーンキャンペーン、講演、紙芝居
参加費：無料　※参加賞あり
持ち物：胴長靴・田植足袋等、汚れ
てもいい服装、網（貸し出し可）
募集期間：10/29（月）まで
申込先：加古川西部土地改良区
☎ 49-0915

映画上映
「カレーライスを一から作る」

野菜や米・肉はもち
ろん、スパイスや塩、
器やスプーンまでも
一から作る…。たっ
た一皿のカレーのた
めに９カ月もかけた学生たちの気持
ちの移り変わりが、見るものの胸を
打つドキュメンタリー映画。
日時：10/25（木）13:30 ～
場所：アスティアかさい３階多目的
ホール
定員：先着 96 名（無料）
問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706
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農業体験「青空教室」
お米「にこまる」の収穫と、但馬牛
とのふれあい体験をします。
日時：10/27（土）9:00 ～ 12:00
場所：神戸大学食資源教育研究セン
ター（鶉野町）
対象：小学生と親
定員：15 組（多数の場合は抽選）
参加費：無料（保険料別途）
募集期間：10/14（日）まで
申込先：同センター事務係☎ 49-0341
ans-aozora@office.kobe-u.ac.jp

ヘルシートーク＆健康落語
こころの健康づくり事業で健康落語
を行います。
日時：10/21（日）10:00 ～ 11:30
場所：健康福祉会館大会議室
講師：立川らく朝さん
定員：400 人（参加無料、申込不要）
問合先：健康課☎ 42-8723

加西風土記の里ウォーク 2018
●玉丘史跡公園と山伏峠散策コース
播磨国風土記に書かれている悲恋の「根日女物語」。根日女の眠る玉丘史跡
公園と、かつての交通の要衝として栄えた横尾街道を巡るハイキングです。
日時：10/16（火）10:40 集合
集合場所：北条鉄道北条町駅（駐車場なし）
コース：北条町駅→玉丘史跡公園→山伏峠石棺仏→ランドマーク展望台→
笹塚古墳→横尾街道→北条町駅　※約 8.5km

●あびきの大イチョウと万願寺川散策コース
網引駅のシンボルとなっている大イチョウと、万願寺
川沿いを歩きながら秋の実りを感じるハイキングです。
日時：11/6（火）10:20 集合
集合場所：北条鉄道網引駅（駐車場なし）
コース：網引駅→あびきの大イチョウ→万願寺川沿い→八幡神社→網引駅
※約 7km
･･････････････････････････････････････････････････････････････････
参加費：どちらも無料（弁当要）
主催：神鉄コミュニケーションズ、加西市観光まちづくり協会
問合先：加西市観光まちづくり協会 42-8715（申込不要）

ハンセン病人権研修
国立療養所「長島愛生園」（岡山県
瀬戸内市）の歴史館・園内見学とハ
ンセン病回復者のお話を聞きます。
日時：11/8（木）10:00 ～ 18:30
定員：先着 20 人
参加費：無料　※昼食は自己負担
募集期間：10/22（月）まで
申込先：人権推進課☎ 42-8727

障がい者の社会参加を支援
 アウトドアクッキング

アウトドアクッキングとクラフト
（工作）をみんなで楽しみましょう。
障がいの有無にかかわらず、どなた
でも参加できます。
日時：10/20（土）10:00 ～ 15:00
※受付 9:30 ～
場所：オークタウン加西
参加費：500 円
募集人数：30 人　※ 10/10（水）
までに住所、氏名、電話番号を下記
までご連絡ください。
申込先：NPO 法人加西市手をつな
ぐ育成会 ☎ fax43-3870

イベント・教室のお知らせ
●大人のよか余暇くら部
内容：ソフトバレーボール
日時：10/26（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：先着 20 名
持ち物：運動靴、飲み物、タオル
● Let’s ノルディックウォーキング
丸山総合公園とランドマークタワー
をノルディックウォーキングで往復
日時：10/28（日）9:30 ～ 12:00
集合：丸山総合公園管理棟※雨天中止
定員：先着 30 名（ノルディック
ウォーキング経験者に限る）
持ち物：飲み物、タオル、ストック
※ストックのレンタルもあります。
●小谷城跡ハイキング
市役所と小谷城跡を往復します。
日時：11/10（土）9:30 ～ 12:00
集合：市役所駐車場※雨天中止
定員：先着 30 名　
持ち物：飲み物、タオル　
･････････････････････････････････
参加費：いずれも無料
申込先：健康福祉会館☎ 42-6700

口から始める健康講座
「かさいいきいき体操」は、介護予
防の３本柱「運動機能・栄養状態・
口腔機能」を改善・向上させるため
の取り組みです。今回、口腔機能に
ついて、歯科医師会の先生による講
演会を開催します。どなたでも参加
していただけます。
日時：10/2（火）13:30 ～ 14:30
テーマ：長生きの秘訣それは口の健
康から
講師：花田俊士さん（ブランデンタ
ルクリニック加西院長）
場所：市民会館 3 階小ホール
定員：先着 50 人（参加無料）
その他：運動ポイント対象事業です
問合先：長寿介護課☎ 42-8728

第18回加西市書道展
会派を越えた書風の作品を展示。
日時：10/31（水）～ 11/4（日）
9:00 ～ 17:00 ※初日は 13:00 から。
最終日は 16:00 まで。
場所：アスティアかさい 3 階交流プラザ
問合先：加西市書道文化協会（三宅）
☎ 49-0331

あびきの大イチョウ


