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スポーツ大会の結果
野球（優勝チーム）
県選手権 B 級／加西市役所
県知事杯／加西ロイヤルズ
播但 B 級／伊東電機
播但 A 級／ジュニアスターズ
播但学童／北条
加古川市長旗学童／北条
秋季協会長杯ゲートボール大会

（10/12、市民グラウンド）
1 位 朝妻　2 位 大内 A
グラウンドゴルフすぱーく加西杯

（10/27、すぱーく加西）
1 位 坪木貞子　2 位 大西庸雄
体育協会長杯ゲートボール大会

（11/1、市民グラウンド）
1 位 日吉　2 位 上若井
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773

講座・イベント

～ねひめひろば～
 クリスマスパーティー

まつぼっくりツリーを作ったり、ク
リスマスツリーに願い事をしたり、
新成人サンタと手作り楽器で演奏、
歌、読み聞かせ、最後はお菓子のプ
レゼントをもらってクリスマスを楽
しもう！ねひめホールに集合～♪
日時：12/16（日）10:00 ～ 12:00
場所：アスティア地域交流センター
問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706

障がい者（児）に対する
 知識や理解を深める講座 

日時：12/15（土）13:30 ～ 15:30
場所：健康福祉会館研修室 1
定員：50 名（参加無料）
持ち物：筆記用具
問合先：加西市社会福祉協議会
☎ 43-8133

クリスマスコンサート
 カノンカルテット ON STAGE

日時：12/15（土）13:30 開演
場所：善防こども園 遊戯室
対象：地域の方々（中学生以上）
駐車場：善防こども園、西笠原墓
地前、野田町公民館、JA 善防支店

（ATM・理髪店前は駐車禁止）
問合先：善防こども園☎ 48-3765

鈴木翼 with gaagaaS
 おやこふれあいコンサート

日時：12/22（土）10:00 ～ 11:30
場所：加西市民会館文化ホール
参加費：会員700 円、一般1000 円
※ 3 歳以上有料。3 歳未満は、無料
チケットを配布します。
問合先：加西おやこ劇場☎43-0830

放送大学4月生募集
2019 年 4 月入学生を募集します。
テレビ等の放送やインターネットを
通して学ぶ通信制の大学です。心理
学・福祉・経済・歴史・文学・自然
科学など、幅広い分野を学べます。
出願期間：3/17（日）まで
問合先：放送大学姫路サテライトス
ペース☎ 079-284-5788
※ホームページでも受け付けていま
す。

拉致問題を考える講演会と
 コンサートの集い

日時：12/22（土）13:30 ～ 16:30
場所：神戸文化ホール中ホール（神
戸市中央区楠町）
内容：講演会（講師：蓮池薫氏）、
コンサート他
入場：無料
問合先：兵庫県人権擁護委員連合会
☎ 078-392-0850

ミニ就職面接会を開催
日時：12/21（金）13:30 ～ 15:30
場所：アスティアかさい3 階集会室
※加西市内の企業 2 ～ 3 社が参加
予定です。
問合先：ハローワーク西脇☎ 0795-
22-3181

ちりめん細工でつくる
 干支の置物づくり

日時：12/17（月）9:30 ～ 11:30
講師：上月文子 さん
定員：先着 16 人
受講料：300 円
材料費：1,500 円
持ち物：裁縫道具、ボンド、筆記用具
場所・申込先：北部公民館
☎ 45-0103

大人のよか余暇くら部
日時：12/21（金）19:00 ～ 20:30
場所：勤労者体育センター
内容：アルティメット
対象：20 ～ 60 歳の方
定員：先着 20 人（参加無料）
持ち物：上履き
申込先：健康福祉会館☎ 42-6700

しめ縄飾り教室
～ハンドメイドでお正月～

日時：12/22（土）13:30 ～ 15:30
場所：市民会館 2 階視聴覚室
定員：30 人（小学生親子、一般）
材料費：1 人 500 円
持ち物：ペンチ、はさみ（剪定用ま
たは紙用）、軍手、タオル、飲み物、
持ち帰り用袋
募集期間：12/14（金）まで
申込先：中央公民館☎ 42-2151

健康福祉会館 休館日の変更
加西市民会館は、2019 年 5 月 16
日から 2020 年 9 月 30 日の間、改
修工事を実施するため使用できませ
ん（文化ホールを除く）。そこで、
加西市健康福祉会館は、祝日を休館
日としておりましたが、同期間開館
します。ご予約は、６カ月前から受
付できます。
問合先：健康福祉会館☎ 42-6700
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テーマ：「密集市街地再生のまちづくり～神戸市駒ヶ林地区の事例から～」
ゲスト：松原永季（有限会社スタヂオ・カタリスト）さん
日時：12/11（火）ゲストトーク　18:30 ～ 20:30（無料）
　　　　　　　　  交流会　20:30 ～ 21:30（1,000 円・軽食付）
場所：えぇもん王国（北条町横尾 473-1）　 募集期間：12/7（金）まで
申込先：観光まちづくり協会 ☎ 42-8715    kyokai@kanko-kasai.com

第32回加西まち活ゆめ広場
阪神大震災を契機に、住民主体のまちづくりを支援するコンサ
ルタントとして活動されている松原さんに、まちの魅力を保ち
つつ、防災力を高め、まちの再生を図ろうとする取組をお話し
いただきます。 松原さん

県立神戸高等技術専門学院
 平成31年4月生募集

対象者：18 歳以上の求職者（※印
コースは、新規学卒者を除く）
募集コース：①機械加工技術 ②電
気制御 ③印刷総合技術 ④インテリ
アリフォーム ⑤総合ビジネス※ ⑥
福祉調理※

授業料：無料
募集期間：12/12（水）～H31.1/24（木）
試験日：H31.1/31（⑤、⑥のコース）
H31.2/1（①～④のコース）
問合先：兵庫県立神戸高等技術専門
学院☎ 078-794-6630

市民会館からのお知らせ
●ふたり歌劇「又兵衛と幸村」
出演：桜花昇ぼる（元 OSK 日本歌
劇団）鳴海じゅん（元宝塚歌劇団）
日時：Ｈ 31.3/3（日）開演 14:00
料金：一般 2,500 円　高校生以下
1,500 円　※未就学児のご入場は
ご遠慮ください。
チケット発売日：12 月 1 日（土）
● 12 月の 1day 講座
Xmas せっけんカービング講座
開催日：12/9（日）
和布人形教室（干支）
開催日：12/15・22（土）
Xmas ＆お正月の寄せ植え講座
開催日：12/19（水）
蓬莱京子先生のお正月花講座
開催日：12/25（火）
場所・問合先：市民会館☎43-0160

就職支援セミナー
実践的な面接の受け方を学びます。
模擬面接あり。
日時：12/19（水）10:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい3 階集会室
講師：中本渉さん（キャリアコンサ
ルタント）
定員：先着 20 人（受講料無料）
申込先：加西市ふるさとハローワー
ク☎ 42-7600

新春のつどい
いこいの村裏山のランド
マーク展望台に登って初
日の出を見ます。小学生
以下には参加賞もあります。
日時：1/1（火）6:00 ～（受付）　
※雨で中止の場合は、当日 5:30 ～
6:00 の間に事務局留守番電話でお
知らせします。
集合：アラジンスタジアム東駐車場
参加費：無料
問合先：青少年団体連絡協議会事務
局（総合教育センター）☎42-3723

ふるさと再発見ハイキング
いこいの村はりまで昼食をして、久
学寺に向かいます。義士祭に参列
し、住職から法話をいただきます。
久学寺では、大石内蔵助・吉田忠左
衛門・大高源吾の手紙や赤穂義士
４７人の木彫りの像がご覧いただけ
ます。
日時 :12/14（金）11:20 ～ 15:00
集合場所 : いこいの村はりまロビー
参加費 :2,000 円（保険・昼食代）
コース : いこいの村はりま～（マイ
クロバス）～久学寺（義士祭・住職
法話等）～（マイクロバス）～いこ
いの村はりま
申込締切 :12/7（金）※完全予約制
申込先：観光案内所☎ 42-8823

くらし
すくすく子育てセミナー

理学療法士の先生や、栄養士、保健
師等によるお子さんの発達や子育て
についてのセミナーです。
会場：健康福祉会館おひさまルーム
対象：①Ｈ 30 年 2 月・3 月生まれ
の赤ちゃんと保護者②Ｈ 30 年 4 月・
5 月生まれの赤ちゃんと保護者
日時：①12/7（金）13:30 ～15:00
②Ｈ31.2/1（金）13:30 ～15:00　
※30 分前より受付
内容：子どもの運動発達や子育てに
ついて
※身体計測・個別相談実施（希望者）
定員：30 名（要予約）
問合先：健康課☎ 42-8723

かさい創業塾
創業にかかる「財務」、「経営」、「人
材育成」、「販路開拓」などの基礎を
学びます。かさい創業塾を含む「特
定創業支援事業」を受けることによ
り、国の支援施策を受けることがで
きます。また、受講者を対象に別日
程で個別相談会を行いますので、希
望者はお申し込みください。
日時：1/19（土）、26（土）
10:00 ～ 17:00
場所：加西商工会議所 会議室
講師：細川祐三さん（中小企業診断
士）ほか
対象：創業を検討中の方、準備を進
めている方、創業されて間もない方
定員：先着 15 人　　受講料：無料
申込先：加西商工会議所☎42-0416


