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講座・イベント

スプリングコンサート
独唱・ピアノ・フルート・サックスなど
日時：3/31（日）18:30 開演
場所：アスティアかさい交流プラザ
入場料：無料
問合先：ムーシケー（若手アーティ
スト支援団体）加門隆太朗☎ 090-
9611-6184

第 42 回町親善ソフトボール
 大会参加チーム募集

日時：4/28（日）8:30 ～
※雨天の場合 4/29（月・祝）
場所：アラジンスタジアム（開会式）他
参加資格：1 町 1 チーム（20 人以
内）、市内在住者　※学生不可
参加費：1 チーム 7,000 円
募集期間：4/1（月）必着
申込：申込書と参加費を下記まで
申込先：〒679-0107 加西市玉野町
1124 -5 体育協会事務局☎47-1420

イチガタツ～北条食の市～
北条旧市街地で開催する“食の市”。
昨秋に続き３回目の開催。空き店舗
の軒先などをお借りして飲食の起業
希望者等が出店し、こだわりのメニ
ューを提供します。食以外にも楽し
める内容を充実させる予定です。
日時：3/21（木･ 祝）10:00 ～14:00
場所：北条旧市街地 御旅筋周辺

（まちなか「春陽堂」、ｿｰｼｬﾙｷｯﾁﾝ・ｶ
ﾌｪ「O Cha no Ma」など）
問合先：ランドブレイン㈱☎ 06-
6541-2755 kai@landbrains.co.jp

絵本と音楽でつづるおはな
 し会を開催します

折り紙紙芝居『かぐやひめ』や絵本
『せんろはつづく』等にあわせて作
曲されたオリジナルのメロディーを
バックにお話をします。
日時：3/16（土）14:00 ～ 14:45
場所：アスティアかさい交流プラザ
読み手：かさい・えほんの森
作曲・演奏：松﨑由美さん
入場：無料
問合先：図書館☎ 42-3722

市民会館からのお知らせ
●山田純平×熱響打楽公演
オープニングアクト出演に向けての
和太鼓講座受講生を募集します。
申込期限：3/31（日）
●3 月の１day 講座のご案内
パティシエが教えるスイーツ講座
開催日：3/18（月）
うたを歌おう会～生き生き健康に～
開催日：3/19（火）
春の花いっぱいの寄せ植え講座
開催日：3/21（木・祝）
笑顔になれるパステルアート教室
開催日：3/23（土）
場所・問合先：市民会館☎43-0160

下里地区ふるさと創造会議
 からのお知らせ

①下里ふるさと創造大学
テーマ：姫路・播州の基礎知識
日時：3/2（土）10:30 ～ 12:00
講師：村瀬利浩さん（姫路経営者協
会専務理事）
②中国楽器（二胡・笛）を楽しむ会
日時：3/2（土）13:00 ～ 14:30
演者：村田順一さん（神戸二胡教室）
場所：①②とも善防公民館中研修室
※参加費無料（申込不要）
問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706

女性のためのおしゃべりカフェ
女性目線でいろんなことを話してみ
ませんか？世間のあれこれについて
の話や地域の気に入らない問題、変
えたい問題など。女性ばかりでゆる
～くお話しましょう♪
日時：3/24（日）①10:30 ～12:00
②13:00 ～14:30
場所：アスティア３階地域交流セン
ター①交流室②活動室
募集人数：各８名まで
募集：3/19（火）まで※申込要
参加費：100 円（お菓子代）
申込先：ふるさと創造課☎42-8706

町かど資料館と町なみ散歩
3 月 31 日から水田家住宅（国登録
有形文化財・県景観形成重要建造物）
北蔵を資料館としてオープンします。
31 日には、落語・和のリメイク展・
フリーマーケット等も行います。古
くは西は姫路へ、東は丹波・京・大
阪へと続く交通の要衝として栄えた
横尾街道の散策もお楽しみください。
日時：3/31㊐～4/7㊐10:00～15:00
※期間中は、喫茶店も上記時間帯で
営業しています。
駐車場：横尾東公園他
問合先：水田☎ 42-0057

絵本の読み聞かせ会
本好きな子どもの育成や情操教育の
ためにぜひご参加ください。
●おはなしの会
日 時 :3 月 2・9・23・30 日（ 土 ）
14 時～ 30 分程度　
場所：図書館 3 階キッズコーナー
対象：幼児から小学校低学年
読み手：かさい・えほんの森（絵本
の読み聞かせボランティア）
●えほんのひろば
日時：3 月 14・21 日（木）
11 時～ 20 分程度
場所：図書館 3 階キッズコーナー
対象：0 歳から（親子で）
読み手：図書館スタッフ
テーマ：「もうすぐはる」春に読み
たい絵本
問合先：図書館☎ 42-3722

第 7 回鐵心書道展
日時：3/27（水）～ 3/31（日）
9:00 ～ 17:00 ※ 27 日は 13:00 ～
17:00。31 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：書道研究  鐵心会

（三宅羅山代表）☎ 49-0331
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北条コンネ
毎月末の土曜日に北条旧市街地の空
き店舗などを利用して開催するイベ
ント「北条コンネ」。今回は北条節
句祭りの一週間前に「宵祭り」をテー
マにした体験や食でおもてなし。
日時：3/30（土）10:00 ～ 15:00
場所：北条旧市街地（まちなか春陽
堂、O Cha no Ma など）
問合先：まちなか春陽堂（玉田）
☎ 090-7484-2450

スポーツ大会の結果
●Jrバレーボール市民体育大会試合結果

（1/20、北条小）
1 位 泉ジュニア　2 位 セレクショ
ン加西
●すぱーく加西杯グラウンドゴルフ
大会（1/27、すぱーく加西）
1 位 前田知十司　2 位 坪木貞子
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773

大人のよか余暇くら部
日時：3/22（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　　内容：卓球
持ち物：上履き　※ラケットをお持
ちの方はご持参ください
申込先：健康福祉会館☎ 42-6700

加西風土記の里ウォーク
「小谷城跡」と「北条の宿」散策コース
日時：3/31（日）10：35～ 約6キロ　
※雨天中止
集合場所：北条鉄道北条町駅
参加費：無料　※昼食持参
問合先：観光まちづくり協会
☎42-8715

想い出のひな飾り展
各家庭で長年大切にされてきたひな
飾りを県歴史的景観形成地区の北条
の界隈で展示しています。
期間：3/16（土）まで
時間：10：00～16：00
場所：北条の宿界隈
主催：NPO法人 まちづくり北条 
問合先：観光案内所☎42-8823

うずらの遺産ツーリズム

日時：3/17（日）9 時 30 分～
募集組数：8 組（各組定員 25 名）
集合場所：鶉野飛行場跡
参加費：大人 500 円、小人（中学生以下）200 円
申込：うずらの遺産ツーリズム推進協議会ホー
ムページまたは下記まで
問合先：観光まちづくり協会　☎ 42-8715 前回の様子

うずらのに残る大戦当時の遺産をガイドととも歩くツアー（約3km）です

加西市水道事業 50 周年
 記念講演会を開催

加西市として新たな水道事業認可後、
50 年を迎えるにあたり、水道水の大
切さとその価値を再認識するための
記念講演会を開催します。過去～近
未来の加西市水道事業を映像化した

『かさいの「水」物語』の上映も予定
しています。( 約 6 分 )
講師：嘉田由紀子さん（前滋賀県知事・
日本環境社会学会元会長・農学博士）
演題：水と暮らす～近い水・遠い水
日時：3/22（金）19:00 ～
場所：健康福祉会館（無料・申込不要）
問合先：上下水道管理課☎ 42-8791

ねひめひろば
 ～紙ひこうき飛ばし大会～

オリジナル紙飛行機を遠くへ飛ばし
てみよう！※参加賞あり（ベリー
マーケット共催）
日時：3/21（木・祝）
11:00 ～
※受付10:30
部門：幼児、小学生、
中学生以上
参加：無料（申込不要）
場所：地域交流センター☎42-0106

お父さんと一緒に体づくり
子どもとどんな風に遊んでいます
か？体幹・バランス感覚を鍛えるか
らだ遊びで、お父さんも子育てに参
加しましょう！
日時：３/24（日）10：00～11：00
場所：アスティアかさいライトスポ
ーツスタジオ
対象：３歳～５歳の子と父
定員：先着10組（参加無料・要申込）
講師：運動指導員　坂口智康
持ち物：水筒、タオル、上履き
申込先：地域交流センター☎42-0106

加西おやこ劇場
『モーリーの見つけもの・いなかの
ねずみととかいのねずみ』
日時：3/21（木・祝）10:45～11:35
場所：市民会館コミセン小ホール
参加費：会員 700 円、一般 1,000
円（3 歳未満無料チケット必要）
問 合 先： 加 西 お や こ 劇 場 ☎ 43-
0830

就職支援セミナー
あがり症でも大丈夫！一次面接突破法
日時：3/15（金）9:30 ～ 11:30
場所：アスティアかさい3 階集会室
講師： 桜井透さん（キャリアコン
サルタント）
受講料：無料（先着 20 名）
申込先：加西市ふるさとハローワー
ク☎ 42-7600


