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新緑あふれるオークタウン
 健康ゆったりヨーガ教室

日時：5/15･29、6/12･26、7/10･17
（水曜日、全6回）10:00～11:30
場所：オークタウン加西
講師：松本妙子さん（ヨーガ指導員）
対象：高校生以上（託児なし）
定員：先着 20 人
受講料：1,500 円（初回無料、全 5
回分）
申込受付：4/10（水）10:00 ～
※電話のみ受付
申込先：オークタウン加西☎ 44-2595

講座・イベント

図書館からのお知らせ
●おはなしの会
日時：4/6･13･20㊏14:00～14:30
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　（保
護者も可）
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）
● 4 月の館内作品展示
①オープンミュージアム「おばぁ二
人展～合わせて１６０才～」
②パネルギャラリー「中国古代文字
で遊ぶ」
問合先：図書館☎ 42-3722

まちあそびデザイン研究会  
 委員募集のお知らせ

10月 開 催 の「 か さ い ま ち あ そ び
2019」を企画デザインする委員を
募集します。
募集人数：5名程度
任期：2019年5月～ 2020年3月
応募方法：所定の用紙（市HP から
ダウンロード）に必要事項を記入の
上、持参、郵送またはメールで応募
受付期間：4/26(金) まで
その他：5/25(土) にキックオフミー
ティングを行います。
申込先：観光まちづくり協会
☎42-8715

健康づくり入門教室体験会
ストレッチ・筋力トレーニング・
ウォーキングを実践する健康づくり
入門教室の体験会を開催します。
開催日：4/18 ㊍ 19 ㊎ 22 ㊊ 23 ㊋
時間：㊊㊎ 10:00 ～ 11:30
㊋㊍ 13:30 ～ 15:00
場所：健康福祉会館　
対象：健康福祉会館の運動教室を初
めて利用する 20 歳以上の方
定員：各日先着 10 名（参加無料）
持ち物：上靴、飲み物、タオル
問合先：健康福祉会館☎ 42-6700

運行時間・内容：5月5日（日）こどもの日
①北条町駅 10:40 発　バルーン列車
②北条町駅 12:40 発　絵本列車
③北条町駅 14:40 発　絵本＆バルーン列車
定員：各便先着 50 人程度   　　料金：中学生以下 200 円　大人 500 円
申込：「かさい観光ナビ」イベントページの参加申込フォームに必要事項
を記入して申し込んでください。
※ kyokai@kanko-kasai.com からのメールが迷惑メール
として認識されないよう設定をお願いします。
申込開始：4 月 10 日（水）～
申込先：観光まちづくり協会 ☎ 42-8715

北条鉄道 こども列車
こどもの日に北条鉄道を貸し切り、車内で、
パフォーマーによる絵本の読み聞かせやバ
ルーンショーを開催します。

昨年の様子

ふるさと再発見ハイキング
●北条の宿と改修された住吉神社
北条の宿界隈を散策しながら、五百
羅漢を訪ねます。大改修を終えた住
吉神社で、宮司のお話を聞き、参拝
します。千年有余の歴史を持つ地域
の文化財に触れてください。
日時：４/25（木）　8:50 集合
場所：北条鉄道北条町駅
参加費：300 円（保険代）
コース：北条町駅～懐徳碑～北条の
宿～酒見寺～住吉神社～五百羅漢～
神明神社～北条町駅
主催：歴史街道ボランティアガイド
申込先：観光案内所 ☎ 42-8823
※当日参加可能

新ランニングマシンを導入
健康福祉会館のトレーニング設備に
新たにランニングマシンが加わりま
した。ランニングマシンなどを使っ
て健康づくりに取り組みませんか。
同会館の自主トレーニング設備の利
用や運動教室の参加には「トレーニ
ング利用証」が必要です。詳しくは、
下記までお問い合わせください。
問合先：健康福祉会館☎ 42-6700

笹塚公園がリニューアル
4 月 1 日
か ら 史 跡
公 園 と し
て オ ー プ
ン し ま し
た。笹塚公園にある史跡笹塚古墳を
かつての形に復元し、全面を芝で覆
いました。なお、斜面部については
芝生養生のため、６カ月間は立ち入
り禁止となります。
場所：北条町古坂７丁目 217 番地
問合先：生涯学習課☎ 42-8775
指定管理者㈱清光社☎ 079-446-0082

申込フォーム



●楽しいおはなし会
日時：4/27（土）11:00 ～ 11:30
場所：図書館おはなしの部屋　　対象：どなたでも（親子で一緒にどうぞ）
●えほんのひろばスペシャル（乳幼児向け）
絵本の読み聞かせや手あそび・歌あそびなどをします。
日時：4/11・18（木）11:00 ～ 11:30
場所：図書館おはなしの部屋　　対象：0 歳～（親子で）
●キッズクラフト「やぎさんゆうびんを作ろう」
しろやぎさんやくろやぎさんのパクパク人形を作ります。
日時：4/27（土）10:00 ～　　場所：図書館キッズコーナー
定員：先着 30 名　　対象：小学生以下
●図書の展示「ロングセラーを楽しもう」
今も愛され続けているロングセラー本の展示、貸出。
期間：4/20（土）～ 5/30（木）　　場所：図書館展示コーナー
●お楽しみ本の福袋
図書館スタッフが選んだおすすめの本を福袋にして貸し出します。
どんな本が入っているかは、借りてからのおたのしみ。
日時：4/27（土）10:00 ～
数量：50 袋（１人１袋限定、先着 50 名）
場所・問合先：図書館☎ 42-3722　※すべてのイベント参加無料
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古法華春祭り
多聞寺住職による読経や山伏の「護
摩供養」などが行われます。また、
当日は国重要文化財「古法華石仏」
が、無料で拝観できます。
日時：4/14（日）9:00 ～ 12:00
場所：古法華自然公園内「古法華寺」
問合先：古法華保存会（高見）
☎ 090-7486-9683

こどもの読書週間は、イベントいっぱい！

五百羅漢保存委員会
 新規委員を随時募集中！

対象：どなたでも※性別 ･ 年齢不問
内容：月 1 回（平日夜）の会議（企
画立案や運営）への参加 ※毎月第
2･4 日曜に羅漢寺境内の清掃あり
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

市民会館からのお知らせ
●おかあさんといっしょ
ガラピコぷ～とあそぼ！！ 
日時：5/19（日）①13:00 ～
②15:30 ～　※販売中
料金：1 歳以上1,700 円（全席指定）
● 4 月の１day 講座
伝統和紙：杉原紙で作る「屋根より
低いこいのぼり」
開催日：4/3（水）
和布人形教室（2 回コース）
開催日：4/6・20（土）
苔玉をおしゃれにアレンジ
開催日：4/14（日）
ごっつおのイタリアン教室
開催日：4/17（水）
パティシエが教えるスイーツ講座
開催日：4/22（月）
うたを歌おう会～生き生き健康に～
開催日：4/30（火）
場所・問合先：市民会館☎43-0160

空手無料体験
日時：4/29（月）10:30 ～ 12:00
場所：ｱｽﾃｨｱかさいﾗｲﾄｽﾎﾟｰﾂｽﾀｼﾞｵ
対象：幼児～中学生
※小学生以下は保護者同伴
定員：20 名
問合先：拳武会館加西支部 井上
☎ 090-4035-1941

スポーツ大会の結果
●軟式野球（優勝チーム））
西日本 2 部 /Sengoku Aladdin BC
●すぱーく加西杯グラウンド・ゴル
フ大会（1/16、すぱーく加西）
1 位 前田知十司　2 位 井上明弘
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773

児童合唱団さるびあっ子
 団員募集中！！

練習日：毎週土曜日 9:30 ～ 11:30
場所：市民会館コミセン 3F 遊戯室
団費：月 1,000 円　※制服貸与
対象：年長～中学生
問合先：合唱団 後藤 ☎ 43-0675

加西風土記の里ウォーク
神鉄コミュニケーションズと共催で
年 10 回行います。参加回数に応じ
て記念品を進呈します。詳細は観光
案内所等でチラシをご覧ください。
初回：フラワーセンター散策コース
日時：4/13 ㊏ 10:30 ～ 
集合場所：播磨横田駅（雨天中止）
参加費：無料　※弁当要
問合先：観光まちづくり協会
☎ 42-8715

加西市社会福祉協議会
 春のクリーンキャンペーン

4コースに分かれてゴミを拾います。
日時：4/14（日）9:00 ～ 10:00
※小雨決行
集合場所：健康福祉会館駐車場
※小学生以下は保護者同伴
問合先：加西市ボランティア・市民
活動センター☎ 43-8133


