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市民会館からのお知らせ

●かさいカルチャーフェスティバル
年に一度のフェスティバル。講座発
表や大人気の 1day ワークショップ
も開催します。
日時：7/15（月）開場 12:30 ～
開演：講座発表会 14:00 ～
ワークショップ 13:00 ～ 
●かぷりっちょミュージカルコン
サート（発売中）
劇団四季出身俳優らによる赤ちゃん
から大人まで年代問わず楽しめる
ミュージカルコンサートです。
日時：7/21（日）14:00 開演
※ 13:30 開場
● 7月の１day 講座
和布人形教室（尼さん）
開催日：7/6・20（土）
おしゃれなフレグランスサシェ講座
開催日：7/7（日）
パティシエが教えるスイーツ講座
開催日：7/8（月）
笑顔になれるパステルアート教室
開催日：7/13（土）
プロが教えるガーデンテクニック
開催日：7/15（月）
うたを歌おう会～生き生き健康に～
開催日：7/16（火）
春風小イチローの腹話術教室
開催日：7/6（土）7/14（日）
問合先：市民会館☎㊸ 0160

図書館からのお知らせ

●おはなし会
日時：7/6・13・20・27（ 毎 土 ）
14:00 ～ 14:30
対象：幼児～小学校低学年
●えほんのひろば
日時：7/11・18 ㊍ 11:00 ～ 11:20
対象：0 歳から（親子で）
テーマ：からだをうごかしてみよう
● 7月の館内展示
・オープンミュージアム「竹細工作り」
・パネルギャラリー「根日女創作倶
楽部 2019 文芸祭（散文など）」　
場所・問合先：図書館☎㊷ 3722　

第45回加西市美術家協会展

会員 49 名の日本画・洋画・写真・
書道・工芸作品を展示します。
日時：7/29（月）～ 8/4（日）
10:00 ～ 17:00 ※最終日 16 時まで
場所：アスティアかさい交流プラザ
問合先：同協会（高倉）☎㊷ 0093

裁判員セミナー

裁判官が皆さんの職場や教室を訪問
し、裁判員制度の疑問等に答えます。
詳しくはお問い合わせください。
日時：ご希望の日時（原則平日）
※ご希望に添えない場合もあります
ので、あらかじめご了承ください。
場所：皆さんの職場や教室等
内容：①裁判員制度についての解説
②裁判官との座談会・質疑応答
問合先：神戸地方裁判所総務課広報
係☎ 078-367-1020

JOB フェア in播磨2019

日時：7/29（月）13:30 ～ 16：00（受
付 12:30 ～）
場所：加古川プラザホテル 2 階
対象求職者：R2.3 月大学等卒業予
定者、H29.3 月以降の大学等既卒者
参加事業所：ハローワーク加古川・
明石・西脇管内の事業所（約 30 社）
問合先：加古川公共職業安定所　
☎ 079-421-8638

虹の郷にしありた 夏祭り

日 時：8/11（ 日 ）
16:00 ～ 20:30
※荒天時 12 日（月）
に順延
場所：西在田小学校運動場
内容：各町自慢の飲食等ブース、カ
ラオケ、〇×クイズ、打上花火等
問合先：事務局（高井）☎ 090-
8579-0179

ユニバーサルフォーラム＆
ダンス WS・ダンスショー

障がい者の社会参画を考えるフォー
ラムやダンスショーなど。
日時：7/28（日）12:30 ～ 19:00
場所：健康福祉会館（参加無料）
問合先：Do-it 090-3267-3120

バウンドテニス体験教室

●日時：8/18（日）1部 10:00～12:00
2部 13:00～15:00
●募集人数：1部 20名、2部 20名
●場所：善防公民館（参加無料）
●対象：小学校 3 年生以上の親子
●申込締切：7/31 ※定員に達して
いない場合は当日の受付もあり。
●持ち物：体育館シューズ、タオル、
飲み物、運動のできる服装
※道具は無料で貸し出します。
●申込先：加西市バウンドテニス協
会（田尻）☎㊽ 2274
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こころの健康づくりを応援

うつ病やアルコール、睡眠障害など
令和 2 年 3 月末までに行う「ここ
ろの健康づくり」の研修会や講演会
に対する費用を助成します。
対象：5 年以内に本事業の補助を受
けていない市内の団体 ･ 自治会 ･ 事
業所等※他の助成等利用時は対象外
助成額：上限 15 万円
※申込数と実績額により金額を決定
申込先：健康課☎㊷ 8723

ファミリーサポートクラブ
からのお知らせ

●交流会「イマドキ☆旬のハンディ
クラフト」
日時：8/4（日）10:00 ～ 11:30
場所：アスティアかさい3階集会室
講師：上月文子さん
対象：ファミサポ会員・作品を作り
たい方（親子で参加可）
材料費：1,300 円　　
託児：先着 5 名（無料・要予約）
募集期間：7/30（火）まで
申込先：ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｸﾗﾌﾞ☎㊷ 0111

平和学習バスツアー

リニューアルした広島
平和記念資料館や原爆
ドームを訪れ、平和に
ついて考えましょう。
日時：7/30（火）7:00 ～ 19:30
集合場所：市役所（参加無料）
対象：市内在住の中学生
定員：先着 40 人
申込：7/16 までに、「平和学習バ
スの旅」と明記し、住所・氏名・年齢・
学校名（学年）・電話番号・保護者名・
緊急連絡先（保護者の携帯等）をハ
ガキまたは fax、メール
申込先：〒 675-2395（住所表記不
要）秘書課☎㊷ 8701 fax㊸ 0291
hisho@city.kasai.lg.jp

夏休みキッズイベント

●親子で楽しもうキッズ工作「あや
つりロボットを作ろう」
牛乳パックで作ったロボットを、ひ
もで動かして上手に歩かせてみよう
日時：7/28（日）10:30 ～ 12:00
場所：アスティアかさい集会室
※ 国 の 選 挙 投 票 日 と 重 な れ ば、
7/21（日）に変更になります。
定員：先着20組（小学生親子を対象）
●図書館お仕事体験
本の貸出や返却、整理など…。一度
体験してみませんか？
日 時：8/10（ 土 ） ① 10:10 ～
12:30　② 14:10 ～ 16:30
場所：図書館
対象：小学 5 年生～ 6 年生
定員：各回先着 3 名ずつ（合計 6 名）
参加費：無料
募集期間：7/13（土）10:00 ～
申込先：図書館☎㊷ 3722

映画上映「カランコエの花」

近年、社会問題として取り上げられ
ることの多い「ＬＧＢＴ」。周囲の
人々にフォーカスを当て、彼らの過
剰な配慮によって翻弄されていく当
事者を描いた今までにない視点の作
品。若者の人権を考える「君が、い
るから」「カラフル」も同時上映。
日時：８/ ４（日）15:00 ～ 15:40

「カランコエの花」、15:50 ～ 16:23
「君が、いるから」、16:30 ～ 17:10
「カランコエの花」、17:20 ～ 17:51
「カラフル」
場所：ｱｽﾃｨｱかさい多目的ﾎｰﾙ
定員：各回先着 90 名（無料）
問合先：人権推進課☎㊷ 8727

パソコン要約筆記者
養成講座

中途失聴者や難聴者の社会参加を手
伝う活動をしてみませんか
日時：前期 R1.9/3 ～ R2.3/17
後期 R2.4/21 ～ R2.11/24
※前期・後期とも毎週火曜日 18:45
～ 20:45（各 23 回）　
場所：加東市社福祉センター２階
対象：基本的なパソコン操作とタッ
チタイピングができる方（1 分間
120 文字）で、講座修了後、北播
磨地域で要約筆記者として活動でき
る市内在住・在勤の方
定員：20 名（受講無料・テキスト
代別途必要・パソコン持参）
申込：8/13 までに fax または窓口
まで申込書を提出してください。
主催：北播磨意思疎通支援協会
申込先：地域福祉課☎㊷ 8725
fax㊸ 1801

ねひめひろば～麹でつくる
万能調味料づくり～

より安心・安全な食べ物を食するた
めに、調味料から手作りしませんか。
日時：7/12（金）10:00 ～ 13:00
場所：地域交流ｾﾝﾀｰ ｷｯﾁﾝﾙｰﾑ
講師：健康良食ﾏｲｽﾀｰ 宝示悦子氏
定員：８名（参加費 3,500 円）
※別途容器代 300 円
持ち物：エプロン、三角巾、お手拭き
申込先：地域交流ｾﾝﾀｰ☎㊷0106


