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女子のおしゃべりカフェ

女性だから気づくこと、女性だから
おかしいと思うことを、気軽に女性
ばかりで話してみませんか。お子さ
ま連れも大歓迎。
日時：8/24（土）10:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3 階
募集人数：8 名
参加費：100 円（お茶代）
申込先：地域交流ｾﾝﾀｰ☎㊷ 0106

播磨東青い鳥学級西脇教室

目の不自由な方を対象に、播磨東青
い鳥学級が開催されます。楽しいひ
と時を一緒に過ごしませんか？ガイ
ドヘルパーの付き添いもあります。
日時：9/13（金）、11/29（金）
10:00 ～ 15:00
場所：西脇市総合福祉センターほか
内容：一般教養講座や実用的な知識
の習得など
対象：身体障がい者手帳（視覚障が
い）をお持ちの方
定員：10 名程度
受講料：無料（保険料、弁当代、教
材費等負担あり）
募集期間：8/30（金）まで
申込先：生涯学習課☎㊷ 8775

図書館からのお知らせ

●おはなし会
日時：8/3・10・17・24（ 毎 土 ）
14:00 ～ 30 分程度
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
●えほんのひろば
日時：8/8･15㊍ 11:00～ 20分程度
対象：0 歳から（親子で）
テーマ： 「なつであそぼう」
●８月の館内作品展示
 ・オープンミュージアム

「手編み作品展」
・パネルギャラリー「平和について
考えよう　ミニ原爆パネル展」
場所・問合先：図書館☎㊷ 3722　

加西市音楽化計画イベント「MFF（ミュージックファンタジ
ーフェスタ）」の出演者・出店者募集
　市民団体「播州いのべ～団」が
若者と共に、本年度も野外音楽イ
ベントを開催します。音楽を通し
て、加西市を盛り上げたい出演者・
出店者を募集します。

●日時：11/10（日）10:00 ～ 17:00　　●場所：丸山総合公園
●出演者募集
　内容：一組 10 ～ 20 分。音楽演奏・ダンス・よさこい等
　※ドラムセット・アンプ・マイク・スピーカーあり
　募集数：30 組程度（参加費無料）
●出店者募集
　内容：飲食、物販、体験ブース
　出店料：飲食 5,000 円、物販 2,000 円、その他相談可（電源は別途要）
●申込方法：タイトルを「MFF 出演（出店）希望」とし、メールまた
　は fax。以降の手続きを案内します。
●申込期間：8/1（木）～ 9/20（金）必着 ※多数の時は主催者で選定
●申込先：播州いのべ～団（竹本）☎ 080-6141-1151 fax㊷ 3530
　bansyuinobedan@gmail.com

第1回COCOKARA
起業セミナー

「起業すること」を具体的にイメー
ジできるセミナーです。
講師：中小企業診断士細川祐三氏
日時：8/19（月）19:00 ～ 20:30
場所：若者ターミナルスポット
定員：8 名（要予約）
申込先：ふるさと創造課☎㊷ 8706

50代から！知って得する
社会保障

安心安全な年金制度、社会保障と税
の一体改革などいろんな言葉は聞く
けれど、それは一体どういうこと？
わかっているようでわかっていな
い、私たちの生活生命にとても身近
な社会保障制度の講座です。
日時：9/13（金）13:30 ～ 15:00
場所：地域交流ｾﾝﾀｰ多目的ﾎｰﾙ
講師：ファイナンシャルプランナー、
社会保険労務士　山田容子氏
定員：96 名（予約不要）
問合先：地域交流ｾﾝﾀｰ☎㊷ 0106
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知って得する税金の知識

お金のことを考えてみましょう。今
回は、相続税に関する「知って得す
る」情報をお伝えします。
日時：8/26（月）13:30 ～ 15:00
場所：地域交流センター　集会室
講師：中尾太俊税理士
定員：先着 30 名（受講無料）
募集開始：8 月 1 日から※要予約
申込先：地域交流ｾﾝﾀｰ☎㊷ 0106

北播磨写真コンテスト

北播磨（加西・西脇・三木・小野・
加東・多可）の歴史や伝統文化、自
然、風景、人などを題材に、10 年後、
20 年後にも残しておきたいと感じ
た瞬間の写真を募集します。
募集期間：12 月 6 日（金）
※サイズや応募方法など、詳しくは
お問い合わせください。
問合先：北播磨県民局県民交流室
☎ 0795㊷ 9350

スポーツ大会の結果

●野球（優勝チーム）
近畿秋季 C 級／クールス
西日本選手権／伊東電機
チャレンジカップ秋季学童／善防
●すぱーく加西杯グラウンドゴルフ
大会（6/22、すぱーく加西）
1 位 寺尾利子　2 位 栗山信男
●リーグ戦決勝ゲートボール大会

（6/27、すぱーく加西）
1 位 下道山　2 位 別府
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎㊷ 8773

「玉丘史跡ウォーキング」
8月はお休みです

毎週金曜日の「玉丘史跡ウォーキン
グ」は 8 月中お休みです。再開日
は 9 月 6 日（金）です。
問合先：健康課☎㊷8723

大人のよか余暇くら部

スポーツ等を通じて健康づくりに取
り組みます。年間参加者を募集。
開催：毎月第4金曜日19:00～20:30
開催場所：勤労者体育センター・健
康福祉会館・多目的グラウンドなど
対象：20 ～ 60 歳の方（参加無料）
定員：30 名※達するまで随時受付
内容：フットサル ･ バドミントン等
● 8月開催
日時：8/30（金）19:00 ～ 20:30
場所：健康福祉会館
内容：アルティメット
持ち物：運動靴・飲み物
申込先：健康福祉会館☎㊷6700

英語であそぼう！

英語で絵本の読み聞かせや簡単な英
語を使って遊びます。
開催日：8/18（日）　※参加無料
時間： ① 幼 児 の 部（ 未 就 学 児 ）
10:30 ～ 11:00　②小学生の部（低
学年）11:30 ～ 12:00　
場所：アスティアかさい交流プラザ
定員：各 10 名程度 ※要予約
申込先：地域交流ｾﾝﾀｰ☎㊷ 0106

市民会館からのお知らせ

● 8月の１day 講座のご案内
蓬莱先生のお盆花教室
開催日：8/10（土）
プロが教えるガーデンテクニック
開催日：8/18（日）
うたを歌おう会～生き生き健康に～
開催日：8/20（火）
夏休み飾り寿司教室
開催日：8/25（日）
夏休み粘土教室
開催日：8/11（日）
UVアームカバーをお洒落にアレンジ
開催日：8/17（土）
問合先：市民会館☎㊸ 0160

県民モニターを募集

インターネットを使った県政に関す
るアンケートにご協力ください。
応募方法：県ホームページにアクセ
スし、「県民モニター受付フォーム」
からご応募ください。
応募資格：県内在住または在勤 ･ 在
学されている 18 歳以上の方
問合先：県公聴課☎078-362-3021

～ねひめひろば～
プラレールパーティー

たくさんのプラレールを使って電車
を走らせたり、大きなレールを作っ
たりして遊びましょう。
日時：8/25（日）10:00～15:00
場所：アスティアかさい3階
問合先：地域交流センター☎㊷0106


