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イベント・教室のお知らせ

●休日リフレッシュ教室」
内容：ストレッチ＆体幹エクササイズ
日時：1/20（日）10:00 ～ 11:00
場所：健康福祉会館
定員：先着 20 名
持ち物：上履き
●大人のよか余暇くら部
日・内容：1/25（金）ソフトバレーボー
ル、2/8（金）バドミントン
開催時間：19:00 ～20:30 
場所：勤労者体育センター
対象：20歳～60歳の方（先着20名）
持ち物：上履き・ラケット（お持ち
の方）
●ボールで楽しくエクササイズ♪
内容：ボールを使ったエクササイズ
日時：2/3（日）10:00 ～ 11:00　
場所：健康福祉会館
定員：先着 30 名　
持ち物：上履き
･････････････････････････････････
参加費：いずれも無料
申込先：健康福祉会館☎ 42-6700

テーマ：多様性地域の中でこそ育む感性と個性～誰もが主役のまちづくり～
ゲスト：藤井敬子さん（バレエ、ヨガ講師）
日時：1/30（水）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：1/18（金）まで
申込先：観光まちづくり協会 ☎ 42-8715    kyokai@kanko-kasai.com

第33回加西まち活ゆめ広場

　ロシアでのバレエ団勤務から帰国後、動きの研究で得た新し
い出会いやたくさんのご縁。そこから派生した面白い企画や
チャンス、試行錯誤して気づいたことなど、彼女の稀な人生経
験をお話していただきます。 藤井さん

市民会館からのお知らせ

●市川由紀乃コンサート2019 ～艶心～
日時：1/27（日）2 回公演
●カルチャー講座（後期）
クラシックバレエ、フラワーアレン
ジメント、体幹トレーニング、ジャ
ズダンス、バランスボール、こども
フラ、美感エクササイズ、イスヨ
ガ、ハッピーウクレレ、美文字レッ
スン、太極拳、健康料理、ピラティ
ス、トールペイント、ハワイアンフ
ラ、初心者ギター教室
● 1 月の１day 講座
冬のガーデン管理講座
開催日：1/14（月・祝）
脳トレ粘土教室（フラワーボックス）
開催日：1/20（日）
うたを歌おう会～生き生き健康に～
開催日：1/23（水）
パティシエが教えるスイーツ講座
開催日：1/28（月）
場所・問合先：市民会館☎43-0160

なつかしの正月遊び

獅子に噛んでもらって無病息災を願
いましょう。
日時：1/5（土）9:30 ～ 11:30
内容：たこあげ、竹馬、こままわし、
けん玉、めんこ、羽根つき、福わらい、
お手玉、百人一首、くじ引き、射的、ポ
ン菓子、わた菓子、福獅子 ※ぜんざ
い・七草粥の振る舞いもあります。
参加費：無料（くじ引き・射的は有料）
場所：善防公民館☎ 48-2643

スポーツ大会の結果

●野球（優勝チーム）
播但 C級／大和
協会選手権 1 部／伊東電機
但馬ドーム杯学童／富合
市長旗学童／北条
●グラウンドゴルフすぱーく加西杯

（11/24、すぱーく加西）
1 位 栗山信男　2 位 小西冨美代
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773

九会小とんど大会

PTA・学校・地域が一体となってと
んど大会を開催します。
※当日は、児童が育てた野菜の販売
会も行われます。
日時：1/12（土）11:30 ～　
※野菜の販売は 10:30 より
場所：九会小学校　運動場
問合先：九会小学校☎ 49-0009

カレンダー市

カレンダー市をねひめひろばで開催
します。どんなカレンダーがあるか
は当日のお楽しみ！
※余っている使用しないカレンダー
を 1 月 25 日までに地域交流セン
ターに持ってきてください。
開催日：1/29（火）～ 31（木）
開催時間：9:00 ～ 22:00
場所：アスティアかさい 3 階 OA ﾙｰﾑ

問合先：地域交流ｾﾝﾀｰ☎ 42-0106

映画 「そして父になる」

「子どもの取り違え」という出来事
に遭遇した 2 組の家族を通して、
愛や絆、家族を感動的に描いた映画
日時：①1/20（日）第1 部10:00 ～、
第2 部13:30 ～
②1/21（月）13:30 ～
場所：アスティアかさい多目的ホール

定員：96 名（無料）
問合先：ふるさと創造課☎42-8706

永田萠オリジナルグッズ
 ～花の夢コレクション～

加西市出身のイラストレーター、絵
本作家である永田萠さんのグッズや
作品のレプリカ展示が行われます。
日時：1/22（火）～2/3（日）
10:00 ～18:00（無休）　
場所：ふく蔵ギャラリー
問合先：文化・観光・スポーツ課　
☎42-8756
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女性も男性も自分らしく生きるために、少子化対
策や女性活躍についてのお話を子育て真っ最中の
金子さんにしていただきます。共感するお話や新
しい発見がきっとあります。
日時：1/27（日）13:30 ～　定員：400 名（無料）
場所：健康福祉会館ホール　
問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706

金子恵美氏（元衆議院議員）の
　「女性活躍＆子育て応援」講演会

国民健康保険運営協議会
 の委員を募集

国民健康保険事業の運営を審議する
｢国民健康保険運営協議会｣ の被保
険者を代表する委員を募集します。
募集人数：1 人
資格：次の要件を全て満たす方。
① 20 歳以上の加西市国民健康保険
の被保険者
②国民健康保険の運営に関心がある
③国民健康保険税を完納している
報酬：1 回 8,300 円
任期：3 年 2019.4/1 ～2022.3/31
協議会：年 2 回程度（約 2 時間）
募集期間：1/7（月）～ 1/25（金）
応募方法：応募用紙（市ホームペー
ジ）に必要事項を記入のうえ、応募
動機を 400 字程度にまとめて郵送
選考方法：書類審査、面接
応募・問合先：〒 675-2395（住所
表記不要）国保医療課☎ 42-8721

公民館長（臨時職員）を募集

資格：生涯学習の推進、社会教育施
設の振興と改革に情熱と見識を持っ
て取り組んでいただける方
任期：H31.4/1 ～ 9/30（更新可）
※土日勤務あり
賃金：日額 12,400 円
募集人数：1 人
応募方法：①市販の履歴書（手書
き）②職務経歴書（A4、様式枚数
自由）③論文「こんな公民館にした
い」（800 字以内）を封筒（表面に
公民館長応募と朱書き）に入れ、持
参または郵送　※②③はパソコンの
ワープロソフト等で作成したもの。
募集期間：1/15（火）～2/8（金）必着

選考：1 次（書類審査）2 月中旬
2 次（面接）2/23（土）
申込先：〒 675-2395（住所表記不
要）生涯学習課☎ 42-8775

くらし

病児・病後児保育室
 ひまわりからのお知らせ

パート看護師・保育士（保育補助）
を募集しています。
勤務時間：平日 12:30 ～ 18:30
週２～５日※時間は応相談。
時給：看護師（1,300 ～ 1,600 円）
保育士、保育補助（1,000 円～）
※交通費支給
募集人数：若干名
問合先：アスティアかさい２階さか

いこどもクリニック☎ 43-0415 病児

病後児保育室ひまわり☎ 35-8415

加西サイサイまつり
 市民事務局員を募集

対象：市内在住または在勤の方
内容：月 2 回程度（平日夜）の会
議で企画立案や運営に携わります。
募集期間：1/18（金）まで
申込：電話またはメール
申込先：文化・観光・スポーツ課
☎42-8756 kanko@city.kasai.lg.jp

母子家庭等特別相談の実施

離婚、養育費、借金など法律上の専
門知識に関することを弁護士に相談
できます。
対象者：母（父）子家庭および寡婦
日時：2/7（木）9:30 ～ 16:00
※要予約（相談時間は後日連絡）
場所：加西市役所多目的ホール
費用：無料※ 1/25（金）までに母
子相談員との面談が必要です。
問合先：地域福祉課☎ 42-8709

年末年始の歯科診療

事前に電話で確認してください。
日程・医療機関・電話番号
12/31（月）やなせ歯科医院（北条町）
☎ 43-7031
1/1（火）ふじわら歯科医院（中野町）
☎ 49-1755
1/2（水）たかせ歯科クリニック（北
条町）☎ 43-2588
1/3（木）ブランデンタルクリニッ
ク（北条町）☎ 42-3888
※時間は 9:00 ～ 12:00

西高室地区都市再生整備
 計画の事後評価原案の公表

事後評価原案を公表し、同期間にお
いて意見を受け付けます。
公表方法：大型プロジェクト推進課

（平日8:30 ～17:15）で閲覧および
市ホームページに掲載
公表期間：1/4（金）～1/17（木）
問合先：大型プロジェクト推進課
☎42-8757

金子さん

東播都市計画地区計画の縦覧

内容：加西インター産業団地地区地
区計画の決定原案
期間：1/17（木）～ 1/31（木）
閲覧場所：都市計画課（平日 8:30
～ 17:15）※縦覧期間中は参考図
書を市ホームページに掲載します。
意見提出：縦覧期間中に閲覧場所で
意見書を提出することができます。
問合先：都市計画課☎ 42-8753


