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●ねひめホール運営会議の参加者を募集
　 ～自分のアイデアをカタチにしよう！～

地域交流センターからのお知らせ

問合先   地域交流センター ☎ 42-0105 fax42-0133
ふるさと創造課 ☎ 42-8706 fax42-8745 furuso@city.kasa.lg.jp

●イベントやセミナーなどのアイデアを募集

地域交流センターでは、自分の特技やアイデア、したいこと、伝えたいこ
とをカタチにすることができます。例えば、ビブリオバトル、読み聞かせ、
英語とジェスチャーだけの時間、ダンボールを使った工作、セルフマッサー
ジ講座、マジック教室など可能性は無限大です。どなたでも参加できます。
日時：毎月第 2 水曜日 19 時～
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

仕事などの都合で、運営会議には参加できないけれど、こんなイベントを
したい！などアイデアをお持ちの方は、地域交流センターのホームページ
より「ねひめホール企画書」をダウンロードし、メールまたは fax でお送
りください。

～国際交流講座～
 チュニジアって国…知ってる？

「チュニジアってどこにあるの？」
「公用語は何語？」「国は大きいの？」
答えられるあなたはとても国際的！
加西に引っ越してきた日本在住歴 14
年、チュニジアのリムさんがあなた
を国際人にしてくれます。未知の世
界に飛び込んでみましょう！
日時：11/11（日）13:30 ～ 15:00
場所：アスティアかさい 3 階 OA ルーム
定員：15 人（事前予約制）
参加費：無料※お子さま連れも可能
問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706

加西市老連文化展
書道、水墨画、日本画、洋画、写真、
手芸、工芸、俳句、短歌など。老人
クラブ会員の力作ぞろいの作品展。
日時：11/10( 土 ) ～ 12( 月 )10:00
～ 18:00 ※ 11/12 は 15:00 まで
場所：アスティアかさい 3 階地域交流センター
問合先：老人クラブ連合会☎ 42-5670

オータムツアー
もみじ山の散策と西はりま天文台で
昼間の星の観察をします。
日時：11/18（日）9:00 ～ 16:30
集合場所：姫路駅南口観光バス乗場
対象：小・中学生と保護者
定員：80 人　※参加費無料
申込：11 月 2 日（金）までに住所・
氏名（全員）・年齢・電話番号をはがき、
fax、HP またはメールで下記まで。
申込先：〒 670-8501  姫路市安田 4
丁目 1  姫路市役所環境政策室「オー
タムツアー」係 ☎ 079-221-2468
fax 079-221-2469
kankyo.event@city.himeji.lg.jp

～カラーでみつける～
 あなたらしい働き方

仕事と生活のバランスを取り、笑顔
で過ごせるよう、これからの働き方
を考えてみませんか。自分のカラー
を知ることからはじめましょう！
日時：10/22( 月 )10:30 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3 階 OA ルーム
定員：先着 10 名（要申込）
託児：定員６名（7 カ月～要予約）
※託児、セミナー参加ともに無料
講師：山脇洋子さん（キャリアコン
サルタント）
問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706

市民会館からのお知らせ
●クリスマススペシャルコンサート
世界のバイオリニスト寺井尚子が実
力派メンバーと加西にやってくる！
ゲスト：加西児童合唱団 さるびあっ
子 / 混声合唱団ヴォルケ / コーラス
ねひめ / ひまわりコーラス
日時：12/24（月 ･ 祝）14:30 ～
料金（全席指定）：一般 3,500 円、
高校生以下 2,500 円 ※未就学児の
入場はご遠慮ください。
● 10 月の 1day 講座
パティシエが教えるスイーツ講座
開催日：10/15（月）

「木工家が削る木のさじ」教室
開催日：10/21（日）
ごっつぉのイタリアン講座
開催日：10/24（水）
プロが教える秋の寄せ植え講座
開催日：10/28（日）
※詳しくはお問い合わせください。
問合先：加西市民会館☎ 43-0160

女性セミナーを開催します
「自分はどうなりたいか。」「どう生
きたいか。」自分を見つめて自分の
大切なものを発見してみましょう。
そして、キラキラした自分を目指し
ましょう！
日時：11/11（日）10:00 ～ 11:30
場所：アスティアかさい３階 OA ルーム
講師：大氏しおりさん（ポジティブ
メンタリスト）
定員：８人（要予約）
申込先：ふるさと創造課☎ 42-8706

第52回加西市盆栽展
愛好家が、永年丹精込めて育てたひ
と鉢をご鑑賞ください。また、あな
たの力作も出品してみませんか。
日時：10/26（金）～ 28（日）
9:00 ～ 17:00 ※ 28 日は 16 時まで
場所：アスティアかさい 3 階交流
プラザ（入場無料）
作品募集：10/10（水）までに電話
または fax にて申し込みください。
申込・問合先：生涯学習課
☎ 42-8775　fax43-1803
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ゲスト：建築士・僧侶 松本 智翔さん
日時：10/23（火）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）　　申込期限：10/19（金）
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@kanko-kasai.com

くらし

第30回 加西まち活ゆめ広場　

松本さん

～ 商業施設としての空き家活用 ～
ゲストの松本さんは、地場産業の活性化のため空き
家を商業施設として活用されています。トークでは、
竹田で空き家を商業施設として活用している取り組
みを話していただきます。

加西市定例教育委員会
どなたでも傍聴できます。
日時：10/29（月）14:00 ～
場所：市役所 1 階多目的ホール
問合先：教育総務課☎ 42-8770

薬と健康の週間
 （10月17日～ 23日）

自分の使用する薬の記録「お薬手
帳」を持ちましょう。薬の情報を的
確に伝え、重複投与の防止や相互作
用の確認ができます。薬についての
相談は、医師、薬剤師など専門家に。
問合先：健康課☎ 42-8723

「税を考える週間」市内小
 学生の書道・ポスター展

期間：10/20（土）～ 24（水）
場所：イオンモール加西北条 2 階

「HANAGOROMO」前通路
問合先：社税務署☎ 0795-42-0224

第 2 回加西市総合教育会議
市長と教育委員会が、教育の課題と
目指すべき姿などを共有し、連携し
ながら効果的な教育施策を推進して
いきます。どなたでも傍聴できます。
日時：10/29（月）15:30 ～
場所：市役所 1 階多目的ホール
問合先：人口増政策課☎ 42-8700

「年末調整説明会」と
 「消費税軽減税率制度説明会」

開催日：11/7（水）
●年末調整説明会 13:15 ～ 15:00
●消費税軽減税率制度説明会 15:00 ～ 16:00
場所：市民会館 3 階小ホール
定員：140 人　※申込不要
問合先：社税務署法人課税第一部門
☎ 0795-42-8264

ブロック塀を点検しましょう
平成 30 年 6 月 18 日に発生した大阪
府北部を震源とする地震により、ブ
ロック塀が倒壊し、尊い命が犠牲とな
りました。まずは、ご自身が所有す
るブロック塀について、安全性を点
検して、災害に備えましょう。ブロッ
ク塀は、塀の高さは地盤から 2.2 ｍ以
下であることや、塀の高さが 1.2 ｍ以
上の場合は控え壁を設けることなど、
細かな基準があります。不明な場合は、
建築士などの専門家や市担当課まで
相談願います。
問合先：都市計画課☎ 42-8753

加西キッズキャラバン隊
全国初となる小学生の認知症啓発
キャラバン隊が発足しました。大人
から子どもまで幅広く学べます。
対象：10 名以上のグループ学習や
従業員研修等（費用は無料）
時間：40 分程度
内容：小学生による認知症講座、介
護予防体操、アトラクション
※受講者にはキッズキャラバンサ
ポーターとしてオリジナル缶バッジ
をプレゼント
申込先：Do-it ☎ 090-3267-3120

女性のための
 出前！チャレンジ相談！

仕事をしたい、再就職したい、新し
い活動を始めたい、起業って私にも
できるかな？在宅ワークに興味があ
る、などの思いに、今まで多くの女
性のサポートをしてきた女性相談員
があなたのライフプランに沿ったア
ドバイスをします。
日時：11/5（月）① 13:30 ～
② 14:30 ～　③ 15:30 ～
場所：アスティアかさい 3 階活動室
対象：女性（先着 3 名）
託児：あり（7 カ月～、無料）
※一週間前までに申込要
問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706

総合就職フェア
地域で、人に必要とされ、人の役に
立つ仕事を考えてみませんか。アロ
マハンドマッサージの無料体験やミ
ニ講座、健康相談や認知症、介護の
相談コーナーもあります。参加無料。
日時：11/4（日）10:00 ～ 15:00
場所：アスティアかさい１階
主催：地域密着型サービス事業所連絡会
問合先：ひとやすみ（西村）☎ 47-2228

加西市行政の取組状況報告会
日時：10/11（木）19:00 ～ 20:30
場所：市民会館文化ホール
内容：市長と市職員による行政の取
組状況に関する報告  ※申込不要
問合先：総務課☎ 42-8705

芸術鑑賞会（箏曲）
日時：10/30（火）13:20 開演
場所：北条高等学校　第一体育館
問合先：北条高等学校 ☎ 48-2311


