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加西市地域おこし協力隊員を募集 問合先／ふるさと創造課 ☎42-8706
fax42-8745 furuso@city.kasai.lg.jp

　加西市の地域資源を生かし、地域と一緒に魅力あるまちづくりに取り組む意欲と情熱を持つ「地域おこし協力隊」の
第 4 期生を募集します。詳細は市ホームページで確認ください。

●活動テーマ／
　ふるさと創造会議（まちづくり協議会）の活動支援
●対象／①～⑥の全てを満たす方
①委嘱の日において 20 歳以上おおむね 49 歳以下の方
②心身が健康で、地域協力活動に意欲と情熱を持つ方
③現住所が三大都市圏にあり、加西市に住民票を移せる方
④普通自動車免許を所有の方
⑤パソコンの操作ができる方
⑥地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない方

ふるさと加西の写真展を開催 問合先／加西市観光まちづくり協会 ☎42-8715
fax42-8745 kyokai@kanko-kasai.com

　2019 年 2 月～ 5 月まで募集していたふるさと加西の写真展を開催します。投票により、上位作品を決定し、加西ふー
ど記掲載店で利用できるお食事券を入賞者に贈呈します。投票いただいた方にも、抽選でプレゼントを用意しています。

●日時／ 6 月 6 日（木）～ 6 月 13 日（木）9:00 ～ 17:00　　●場所／地域交流センター（アスティアかさい３階）

フォトコンテスト「みんなに伝えたい景色」Season3　作品募集中！

　2019 年 6 月～ 9 月に撮影した加西のあなたが伝えたい景色の写真を、理由やエピソードとともにお送りく
ださい。Season １～３までの上位作品を使って 2020 年（令和２年）カレンダーを作成します。
●募集期間／ 6 月 1 日（土）～ 9 月 30 日（月）
●申込方法／応募用紙（観光まちづくり協会 HP）を作品の裏側に添付し、データとともに郵送または持参

「カラオケ大会」の出場者を募集！ 問合先／文化・観光・スポーツ課 ☎42-8756
fax42-8745 kanko@city.kasai.lg.jp

　サイサイまつりの前夜祭に「世界のど自慢大会」を実
施します。あなたの歌声を披露してみませんか。詳しく
は、市ホームページをご覧ください。

●日時／８月３日（土）17:30 ～ 19:00
●場所／加西市役所駐車場メインステージ
●募集組数／先着 18 組

●出場資格／市内在住・在学・在勤の外国の方
　※参加者には素敵なプレゼントがあります。
●対象曲／日本語の曲に限ります。
●歌唱時間／５分以内（入退場含む。1 番のみ）
●申込方法／市ホームページを確認し、必要事項を記入
　の上、メールで事務局までお申込みください。
●申込〆切／６月 17日（月）～ 28日（金）17時必着

●活動地域／市内全域
●報酬等／160,000円（社会保険、国民年金等は自己負担）
※居住住宅・活動車両は市が用意。転居費用、生活備品、光
熱水費等は自己負担。
●募集人数／ 2 人以内　　　●選考／書類審査、面接
●募集期間／ 7 月 1 日（月）17 時まで
●申込／応募用紙（市HP）に必要事項を記入して下記まで
●申込先／〒 675-2395（住所表記不要）
　ふるさと創造課☎㊷ 8706
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講座・イベント

チャレンジャー 大募集！

若者ターミナルスポット（イオン加
西北条店西）は若者たちのチャレン
ジスペースです。起業したい人、自
分の技術や才能を生かして何かにチ
ャレンジしたい人を募集します。例
えば、雑貨、カフェ、レストランな
ど（営利目的の利用は不可）
期間：７月～８月（期間や日数・曜
日・時間は要相談）
募集人数：若干名（利用料無料）
利用時間：9:00 ～ 22:00
内容は相談の上、決定します。
申込方法：来庁、電話、メール
募集期限：６/28 まで
申込先：ふるさと創造課☎㊷ 8706
furuso@city.kasa.lg.jp

兵庫教育大学連携講座

●気になる行動を示す子どもたちの
理解と支援
授業中に立ち歩く、人に乱暴するな
どの気になる行動を示す子どもの捉
え方や支援についてお話しします。
発達障害の子どもの事例など、具体
的な行動上の問題を取り上げ、現場
で「できる」具体的な支援について
一緒に考えていきたいと思います。
協力：公私立幼保合同研修会
日時：6/22（土）13:30 ～ 15:00

（受付：13:00 ～）
講師：岡村章司教授（兵庫教育大学）
場所：ｱｽﾃｨｱかさい 3 階多目的ﾎｰﾙ
定員：90 人（受講無料）
募集期間：6/14（金）まで
申込：氏名（フリガナ）、性別、年齢、
電話番号を電話、FAX、またはメー
ルでお申し込みください。
申込先：人口増政策課☎㊷ 8700 
fax㊸ 1800 jinko@city.kasai.lg.jp

～映画上映～マーガレット
サッチャー 鉄の女の涙

イギリス初の女性首相として強力な
リーダーシップを発揮したマーガ
レット・サッチャー。質素倹約を掲
げる保守党のサッチャーが女性初の
イギリス首相となる。「鉄の女」の
異名をとるサッチャーは、財政赤字
を解決し、フォークランド紛争に勝
利し、国民から絶大な支持を得た彼
女の誰にも見せたことのない孤独な
一面を描く伝記映画。
日時：6/28（金）13:30～
6/29（土）10:00～、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：地域交流センター☎㊷0106

食と健康ボランティア講座

期間：7 月～ 1 月（原則水曜日）
場所：社総合庁舎（加東市社）
対象：食を通した健康づくりに関心
のある方 ( 男性歓迎 )
内容：栄養の基礎知識、　野菜たっ
ぷりランチの実習、暮らしの中の衛
生、食の安全安心 ( 工場見学 ) など
受講：無料（テキスト代、実習の材
料費 3,500 円程度の実費負担あり）
募集人数：30 名程度
※開校一週間前に案内を送付します。
申込先：加東健康福祉事務所健康管
理課☎ 0795㊷ 9365

夏休みの思い出に。
太鼓づくり教室

日 時：7/27（ 土 ）
13:30 ～ 16:00
場所：南部公民館
講師：十八代目太
鼓屋六右衛門さん
対象：市内在住の小学 3 ～６年生
＊必ず保護者同伴でお願いします。
募集人数：20 組（多数の場合は抽選）
費用：2,500 円（材料費、当日集金）
持ち物：古タオル、作業用手袋、作
業のできる服装、材料費
申込期間：6/17（月）～ 26（水）
申込：申込書（市ホームページ）を
以下まで持参、郵送または FAX
申込先：人権推進課☎㊷ 8727

ＤＩＹ婚＠レザークラフト
ものづくりから生まれる恋

革を使い観葉植物の置物を作りま
す。ＤＩＹ後は、トークタイムも。
日 時：6/29（ 土 ） 一 部 10:00 ～
13:30（20 ～ 39 歳 の 方 ）　 二 部 
14:30 ～ 18:00（30 ～ 49 歳の方）
場所：アスティアかさい３階集会室
対象：20 ～ 40 代の独身男女
定員：男女とも各回 15 名ずつ
参加費：男性4,000 円 女性3,000 円
割引：加西市出逢いサポートセン
ター登録者は 1,000 円、市内在住
者は 500 円（割引の併用は不可）
申込：①氏名（フリガナ） ②性別 ③
生年月日 ④住所 ⑤電話番号 ⑥メー
ルアドレスを明記して下記まで。
申込締切：６/22（土）
申込先：同センター☎㊸1551（いご
こち）kasaideaisapo@gmail.com


