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大人のよか余暇くら部

スポーツ等を通じて楽しく健康づく
りに取り組みます。
● 1月開催
日時：1/24（金）19:00 ～ 20:30
内容：アルティメット
定員：先着 30 名（参加無料）
持ち物：上靴・飲み物
場所：健康福祉会館☎㊷6700
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ピラティス＆リラクゼー
ションストレッチ

日時：2/8（土）10:00 ～ 11:15
定員：先着 25 名（参加無料）
対象：20 歳以上の方
持ち物：飲み物、汗ふきタオル
※五本指の靴下着用、または裸足で
ご参加ください。
場所：健康福祉会館☎㊷ 6700

春を楽しむ手芸教室

新年度に向けて、かわいいレッスン
バックを作りませんか？
日時：2/5・19 ㊌ 13:30 ～ 15:00
場所：南部公民館　農事研修室
定員：先着 10 名
講師：大谷邦子さん
参加費：600 円
材料費：1,500 円
持ち物：裁縫道具
問合先：南部公民館☎㊾ 0041

加西サイサイまつり
市民事務局員を募集

令和 2 年の夏に行う「第 43 回加西
サイサイまつり」に携わる市民委員
を募集しています。
対象：市内在住または在勤の方
内容：月 2 回程度（平日夜）の会
議で企画立案や運営に携わります。
募集期間：1/17（金）まで
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

カレンダー市

お家にあるカレンダーを交換しま
しょう！どんなカレンダーが集まっ
ているかはお楽しみ。また、家で
余ったカレンダーをいただけません
か（1/25 まで）。お待ちしています。
日 時：1/26 ㊐ 12:00 ～ 1/28 ㊋
17:00 まで
場所：アスティアかさい OA ﾙｰﾑ
問合先：地域交流ｾﾝﾀｰ☎㊷ 0106

兵庫県よろず支援拠点
サテライト相談所

兵庫県よろず支援拠点は、国が全国
都道府県に設置する何度でも無料で
利用できる経営相談窓口です。中小
企業・小規模事業者の皆さまの解決
が困難な経営課題を支援チームでサ
ポートします。
日程：1/15 ㊌、2/19 ㊌、3/18 ㊌
場所：加西商工会議所
事前予約制：中小企業庁兵庫県よろ
ず支援拠点☎ 078-977-9085

お正月おもしろ遊び

獅子に噛んでもらって無病息災を願
いましょう。
日時：1/11（土）9:30 ～ 11:30
内容：こままわし・脳けん玉・めん
こ・羽根つき・福笑い・お手玉・ス
カッﾄボール・射的・輪投げなど
参加費：無料（射的 / 輪投げは有料）
場所：善防公民館☎㊽ 2643

体操教室 楽しくストレッチ

聴覚障害者の方と一緒に楽しくスト
レッチをしませんか？スッキリ爽快
になる人気の教室です！
日時：2/9（日）10:00 ～ 11:30
場所：健康福祉会館 2 階　研修室 2
持ち物：5 本指靴下、タオル、お茶、
ヨガマット（バスタオルでも可）
参加費：無料
申込先：地域福祉課☎㊷ 8725 
fax㊸ 1801

地域づくり支援セミナー

●ふるさと創造会議の活動を考える
和坂校区まちづくり協議会（明石市）
の普段の活動での工夫やポイント等
について事例を交えて学びます。
日時：1/17（金）19:00 ～ 21:00
場所：ｱｽﾃｨｱかさい 3 階集会室
講師：佐伯亮太さん（明石コミュニ
ティ創造協会）、入江俊勝さん（和
坂校区まちづくり協議会事務局長）
定員：50 名
申込： 氏 名、 住 所、 電 話 番 号 を
FAX もしくはメール
申込期限：1/10（金）
問合先：ふるさと創造課☎㊷ 8706
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うれしの学園生涯大学学友会
加西支部ふれあい作品展

絵画、書道、写真、陶芸、木彫、園
芸、手芸などを展示します。
日時：1/24（金）13:00 ～ 17:00
25（土）9:00 ～ 17:00
26（日）9:00 ～ 16:00
場所：アスティアかさい交流プラザ
問合先：同会（吉田）☎㊹ 1265
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防空壕でアート

鶉野飛行場跡（鶉野町）にある巨大
防空壕跡で、現代アート作品の展示
とパフォーマンスをします。
日時：1/18 ㊏ 19 ㊐ 10:00 ～ 16:00
※パフォーマンスは、両日 12:45
開始（要予約）
場所：巨大防空壕跡（QR
コード）※入場無料
駐車場：鶉野飛行場滑走路跡を利用
問合先：文化・観光・ｽﾎﾟｰﾂ課☎㊷8756

かしの木学園合同特別学習会

軽快な語り口の「てんご堂雅落さん」
の講演と落語会を開催します。公民
館で学習する方々と楽しいひと時を
過ごしませんか？
日時：2/9（日）10:00 ～ 11:45
場所：加西市民会館文化ホール　
定員：先着 400 名 ※参加無料
内容：アトラクション「こども狂言
塾」、てんご堂雅落さん「人生 100
年時代、笑いの効能で長生きしまし
ょう！」
問合先：各公民館（中央公民館☎㊷
2151、善防公民館☎㊽ 2643、南
部公民館☎㊾ 0041、北部公民館☎
㊺ 0103）

スポーツ大会の結果

●野球（優勝チーム）
市長旗／レクサス
体育協会長旗／加西ロイヤルズ
浜本保険杯／ SengokuAladdinBC
理事長旗／伊東電機
根日女杯／山下クラブ
市長旗学童／北条
●親善サルビアゲートボール大会

（11/14、市民グラウンド）
1 位 北条 B　2 位 下道山
●加西市老連秋季ゲートボール大会

（11/26、市民グラウンド）
1 位 在田　2 位 常吉
●すぱーく加西杯グラウンドゴルフ
大会（11/30、すぱーく加西）
1 位 大西庸雄　2 位 仲井満男
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎㊷ 8773

映画上映「人生、いろどり」

徳島県の山間部にある上勝町は人口
の約半数が高齢者で、さらには過疎
化の一途をたどっていた。そんなあ
る日、農協職員（平岡祐太）が葉っ
ぱや草を料理のツマとして売ること
を提案する。周囲は冷ややかな目を
注ぐが、幼なじみの女性 3 人（吉
行和子、富司純子、中尾ミエ）が葉
っぱビジネスに参加することにな
り、やがて売上高 2 億 6 千万円を
たたき出すしっかりとした事業へと
発展していく。小さな町で起こった

「奇跡」の実話！
日時：1/26（日）・27（月）・28（火）
13:30 ～
場所：アスティアかさい 3 階多目
的ホール
定員：96 名（無料）
問合先：地域交流ｾﾝﾀｰ☎㊷ 0106

かさい創業塾

起業・創業するため
の基礎を学びます。
かさい創業塾を含
む「特定創業支援
事業」を受けると、国の支援施策を受
けることができます。また、受講者を
対象に別日程で個別相談会を行いま
すので、希望者はお申し込みくださ
い。
日時：1/18 ㊏、25 ㊏10:00 ～17:00
場所：加西商工会議所 会議室
講師：細川祐三さん（中小企業診断
士）ほか
対象：創業を検討中の方、準備を進
めている方、創業されて間もない方
定員：先着15 人（受講料無料）
申込先：加西商工会議所☎㊷0416

COCOKARAへ遊びに来て

●ハンドアロマ＆ティータイム
日時：1/19（日）10 時～
参加費：500 円程度
●ガトーショコラを作ってティータイム
日時：1/19（日）13 時～
参加費：1,000 円程度（要申込）
●スナックひなママ開店
ストレスや愚痴を聞きます！スナッ
クを食べながらおしゃべりします。
日時：1/20（月）18:30 ～ 20:30
参加費：300 円
問合先：ふるさと創造課㊷ 8706


