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図書館からのお知らせ

●おはなし会
日時：11/2・9・16・23（ 毎 土 ）
14:00 ～ 30 分程度
対象：幼児から小学校低学年
読み手：かさい・えほんの森
●えほんのひろば
日時：11/14・21㊍11:00～20分程度
対象：0 歳から（親子で）
テーマ：かたち・いろ・ふしぎがい
っぱい
● 11月の館内作品展示
オープンミュージアム「風景一会」
パネルギャラリー「第 3 回湯楽森
探の会 キノコ写真展」　
場所・問合先：図書館☎㊷ 3722　

小谷城跡ハイキング

健康福祉会館から小谷城跡までの往
復コースを楽しく歩きます。
日時：12/7（土）9:00 ～ 12:00　
※雨天中止
集合場所：健康福祉会館駐車場
定員：先着 30 名（参加無料）
持ち物：飲み物、汗ふきタオル　
申込先：健康福祉会館☎㊷ 6700

ランニング教室の開催

西脇工業高校出身・箱根駅伝出場経
験者を講師に迎え、量よりも質にこ
だわった練習方法を学びます。
日時：12/1（日）① 9:30 ～ 10:30（小
学 1 ～ 3 年）② 10:45 ～ 11:45（小
学4～6年）③12:00～13:00（一般）
※ 8 時の時点で雨天の場合は中止
※①②保護者付き添い可
場所：丸山総合公園（受付：管理棟）
定員：①②各25 名 ③30名※先着順
参加費：①② 500 円 ③ 1,000 円
講師：さくら組代表 岩田豪さん
持ち物：動きやすい服装・飲み物・
タオル
申込方法：住所・氏名・電話番号・
年齢・学年を記入して下記まで
申込先：丸山総合公園管理事務所
☎㉟ 8872　fax㉟ 8873
qquh8ee9k@wind.ocn.ne.jp

講演会「男女で見る防災」

最近頻発している災害。加西市にも
いつ起こるかわかりません。災害が
起こる前に防災や待避所について考
えましょう。
日時：11/19（火）13:30 ～
場所：アスティアかさい 3 階多目
的ホール
講師：関西学院大学災害復興制度研
究所 斉藤 容子 氏
申込先：ふるさと創造課☎㊷ 8706

市民会館からのお知らせ

クリスマススペシャルコンサート
日時：12/1（日）開演：14:30
出演： 第 1 部（加西市吹奏楽団、
南里沙）第 2 部（南里沙コンサート）
料金：一般 2,500 円、高校生以下
1,500 円　※ 3 歳以下の入場はご
遠慮ください。
● 11月の１day 講座のご案内
和紙ちぎり絵（干支）講座
開催日：11/11（月）
はじめてのタイルクラフト
開催日：11/14（木）
日常に役立つマナー講座（祝・弔）
開催日：11/17（日）
うたを歌おう会～生き生き健康に～
開催日：11/19（火）
プロが教えるガーデンテクニック
開催日：11/20（水）
パティシエが教えるスイーツ講座
開催日：11/25（月）
問合先：市民会館☎㊸ 0160

～映画上映～
不都合な真実 2

今、大きな問題となっている異常気
象がテーマ。アメリカ・クリントン
大統領時代に副大統領を務め、政界
引退後は環境活動家としてノーベル
平和賞を受賞したアル・ゴアのド
キュメンタリー映画です。
日時：11/28（木）13:30 ～　
場所：アスティアかさい 3 階多目
的ホール
定員：先着 96 名
問合先：地域交流ｾﾝﾀｰ☎㊷ 0106

鍋帽子を作ってエコ料理に
挑戦しませんか？

保温用調理道具「鍋帽子」
を作ってみませんか？時
短料理に威力をみせてく
れ、ガス代・電気代の節
約にもなります。鍋帽子
と合わせてエコ料理も教わります。
託児付の講座です。
日時：12/11 ㊌ 10:00 ～ 13:00
定員：先着 10 名（11/1 ㊎～受付）
受講料：300 円　材料費：2,500 円
持ち物：裁縫道具、エプロン、三角
巾、タオル、ふきん
場所：南部公民館☎㊾ 0041
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大人のよか余暇くら部

スポーツやレクリエーションを通じ
て健康づくりに取り組みます。年間
参加者を募集中！
開催：毎月第 4 ㊎ 19:00 ～ 20:30
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
● 11月開催（卓球）
日時：11/22（金）19:00 ～ 20:30
場所：勤労者体育センター
持ち物：運動靴・飲み物・お持ちの
方はラケット
申込先：健康福祉会館☎㊷ 6700

スポーツ大会の結果

●野球（優勝チーム）
都市対抗／加西市役所
播但学童／北条
●ねひめ杯グラウンドゴルフ大会

（9/22、ぜんぼうグリーンパーク）
1 位 山本明子　2 位 仲井満男
●リーグ戦決勝ゲートボール大会

（9/26、市民グラウンド）
1 位 朝妻　2 位 鶉野
●すぱーく加西杯グラウンドゴルフ
大会（9/28、すぱーく加西）
1 位 栗山信男　2 位 井上明弘
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎㊷ 8773

北播磨広域定住自立圏共生
ビジョン創業セミナー2019

●参加者募集「ニーズの 2 歩先」
でファン顧客を 3倍にする方法
すぐに使えるファ
ン顧客獲得の処方
箋！価格以外のポ
イントでお客さま
に喜ばれる方法等
を学べます。
日時：11/28（木）13:30 ～ 15:30
場所：加東市役所2階201会議室（加
東市社 50 番地）
対象：創業に興味のある方、創業ま
もない方
講師：一圓克彦さん（顧客リピート
総合研究所㈱代表取締役）　
参加料：無料
申込先：加東市商工観光課☎ 0795
㊸ 0530 fax0795㊸ 0552
問合先：加西市産業振興課☎ ㊷
8740

大工町レンコン掘り

日時：12/1（日）9:00 ～ 11:30
※雨天の場合は 12/8（日）に延期
場所：大工町普明寺下
参加費：1,000 円（小学生以下無料）
持ち物：土を掘る道具など（移植コ
テ、スコップ、長靴、ゴム手袋、袋
など）  ※詳しくは下記まで
問合先：神田☎ 090-8825-7530

わかばフェスティバル

加西特別支援学校の生徒の製品販売
など。また、播磨農高、庵の上、善
防園、根日女グリーンファーム、さ
くらの家、本校 PTA も出店予定。
日時：12/13（金）13:00 ～ 14:30
場所：加西特別支援学校☎㊽ 2304

東はりまみんよう大会

日時：11/24（日）10:00 ～ 15:00
場所：健康福祉会館（入場無料）
問合先：東はりまみんよう大会実行
委員会☎㊷ 8773

はじめての手話講座

耳の聞こえない方と交流し、一緒に
手話を学びませんか？皆さんのご参
加をお待ちしています。運動ポイン
ト事業対象です。
日時：12/1（日）9:30 ～ 11:30
場所：健康福祉会館
定員：30 名（高校生以上）
※定員になり次第受付終了します。
申込：氏名（フリガナ）、TEL、FAX、
居所市町、職業を記入し下記まで
申込先：兵庫県立聴覚障害者情報
センター☎ 078-805-4175（10:00
～ 17:00、 日・ 月・ 祝 日 は 休 館 ）
fax078-805-4192

MFF（ミュージックファ
ンタジーフェスタ）Vol.4

大きなステージが復活！おいしい食
べ物や段ボール迷路。楽しいがいっ
ぱい！
日時：11/10( 日 )10:00 ～ 17:00
場所：丸山総合公園　
※駐車場は北条東小学校運動場
参加費：無料
出演：she's no you、播磨農高音
楽部　他総勢 35 組
問合先：播州いのべ～団☎ 080-
6141-1151


