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ひょうごラジオカレッジ
令和 2 年度 受講生募集

毎週土曜日の朝 7 時から 30 分間、
ラジオ関西で放送する講座を聴き、
はがきなどで感想文を提出。カレッ
ジ講師からの返信もあります。教材
のテキストは毎月送付。また、スクー
リング、研修旅行など学生の交流事
業も実施。
対象：50 歳以上で県内在住の方
学費：年間 6,000 円（テキスト代等）
募集期間：2/3（月）～ 4/10（金）
問合先：ひょうごラジオカレッジ（加
古川市）☎ 079-424-3343

LGBT+～誰もがありのまま
心地よく暮らせるように～

男性として生まれ、36 歳で女性に
なったよだかれんさんを講師に招き

「多様性はパワーだ」と題し、ご講
演いただきます。ミュージカルダン
サーやショーダンサーを経て、行政
書士になり、2019 年 4 月の統一地
方選挙で新宿区議会議員に当選。現
在は LGBT+ をはじめ多様な人が
誰でも暮らしやすい社会の実現に向
けて活動中
日時：2/8（土）13:30 ～
場所：ｱｽﾃｨｱかさい 3 階多目的ﾎｰﾙ
講師：よだかれん氏（区議会議員）
問合先：ふるさと創造課☎㊷ 8706

第 31 回伊東電機杯
親善少年野球大会

日時：2/8（土）8:30 より開会式
※雨天の場合は 2/9（日）
場所：伊東電機グラウンド
参加チーム：泉少年野球クラブ、九
会野球スポーツ少年団、善防少年野
球クラブ、富合野球スポーツ少年団、
北条野球スポーツ少年団
問合先：伊東電機㈱☎㊼ 1225

鶉野飛行場や戦争関連の
資料をご提供ください

（一社）鶉野平和祈念の碑苑保存会
では、鶉野飛行場や加西市での戦争
関連の資料を集めています。時代の
経過とともに、当時の記録はますま
す貴重なものとなりつつあります。
ご協力をお願いします。
問合先：同保存会（三宅）
☎㊾ 0759

講座・イベント 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

就職支援セミナー「好印象
を与える面接の受け方」

日時：2/12（水）13:30 ～ 15:30
場所：ｱｽﾃｨｱかさい 3 階集会室
講師：中本渉氏（産業カウンセラー・
キャリアコンサルタント）
受講料：無料　
定員：先着 20 人
申込先：加西市ふるさとハローワー
ク☎㊷ 7600

トランプマジックショー

親子でも、子ども
だけでも、大人だ
けでも、「なんで？
もう一回！」と言
いたくなるような
トランプのマジックショーです。少
しだけレクチャーもあります。合わ
せてお楽しみください。
日時：2/22（土）14:00 ～ 15:00
場所：ｱｽﾃｨｱかさい 3 階交流ﾌﾟﾗｻﾞ
定員：30 名（申込要）
参加費：無料
問合先：地域交流ｾﾝﾀｰ☎㊷ 0106

「やさしい日本語」研修会

外国人にも伝わりや
すい「やさしい日本
語」について実践的
に学びます。
日時：3/1（日）10:00 ～ 13:45
会場：アスティアかさい 3F 集会室
講師：福井武司氏（神戸YWCA学院）
参加費：500 円
定員：先着 30 名
申込期限：2/23（日）
※申込の際、①氏名②連絡先③職業
④日本語学習支援または国際交流ボ
ランティアの経験の有無をお伝えく
ださい。
申込先：NPO 法人ねひめカレッジ
☎㉝ 9455
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図書館からのお知らせ

●おはなし会
日時：2/1･8･15、3/7 ㊏ 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（絵本
の読み聞かせボランティア）
●えほんのひろば
日時：2/13･20㊍11:00～20分程度
対象：0 歳から（親子で）
テーマ：わらべうたであそぼう
● 2 月の館内作品展示
・オープンミュージアム「加西夕景」
・パネルギャラリー「絵手紙」　
●特別整理期間のための休館
所蔵資料の一斉点検や施設メンテナ
ンスなどのため、下記の期間休館し
ます。また、休館に伴い、資料の貸
出期間を延長します。
休館期間：2/22 ㊏～ 2/29 ㊏
貸出延長期間：図書・雑誌 2/8 ㊏
から 3 週間、CD･DVD 等 2/15 ㊏
から 2 週間　
問合先：図書館☎㊷ 3722

映画上映「余命」

結婚 10 年目にして
やっと授かった小
さないのち、しか
し同時に以前患っ
た「乳がん」が再
発する。己の延命
より、生きた証を残す道を選ぶ。若
い女性をはじめ、乳がんや子宮がん
が増えている中、女性の自分の命の
選択や子ども、子育て、夫との関係
などに注目した映画。
日時：2/22（土）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（無料）
問合先：地域交流ｾﾝﾀｰ☎㊷ 0106

スポーツ大会の結果

●野球（優勝チーム）
協会選手権 1 部／レクサス
協会選手権 2 部／西南クラブ
協会選手権学童／北条
●日本のへそ西脇ハタチカップ争奪
グラウンドゴルフ大会（11/7、西
脇市都麻の郷交流）　 1 位 仲井満男
●協会長杯グラウンドゴルフ大会

（12/8、ぜんぼうグリーンパーク）
1 位 佐伯大一　2 位 栗山重之
●リーグ戦決勝ゲートボール大会

（12/12、市民グラウンド）
1 位 朝妻　2 位 日吉
●親善サルビアゲートボール大会

（12/19、市民グラウンド）
1 位 在田　2 位 下道山
●すぱーく加西杯グラウンドゴルフ
大会（12/21、すぱーく加西）
1 位 井上明弘　2 位 前田知十司
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎㊷ 8773

としょかん映画会

●～海よりもまだ深く～
「海街 diary」などの是枝裕和監督
が、「奇跡」以来の阿部寛と樹木希
林とのタッグで、なかなか大人にな
れない男の姿を描く感動のホームド
ラマ。小説家になる夢を諦め切れな
いまま探偵事務所で働く男が、たま
たま実家に集まった母、元妻、息子
と台風の一夜を過ごすさまを映す。
日時：3/4㊌５㊍６㊎各日 13:30～
場所：ｱｽﾃｨｱかさい 3F 多目的ﾎｰﾙ
定員：96 名（無料）
問合先：図書館☎㊷ 3722

市民会館からのお知らせ

●全国ツアー NO・RO・SHI
和太鼓集団 山田純平×熱響打楽 が
再び加西の地に（好評発売中）。
日時：3/8（日）開演 14：00
● 2 月の１day 講座のご案内
バレンタインスイーツ講座
日時：2/3（月）
畳縁で作るお雛さま
日時：2/9（日）
マナー講座：第一印象をみがく
日時：2/16（日）
うたを歌おう会～生き生き健康に～
日時：2/18（火）
自分らしい終活
日時：2/22（土）
プロが教えるガーデンテクニック
日時：2/23（日）
場所：市民会館☎㊸ 0160

アピカ・フレッシュコン
サート出演者募集

対象：北播磨地域（西脇市、加東市、
小野市、加西市、三木市、多可郡）
出身で、R2.3 月末に音楽系大学ま
たは学科（短期大学を含む）を卒業
した方または卒業予定の方
日時：6/14 ㊐ 15:00 開演（予定）
場所：西脇市立音楽ﾎｰﾙ「ｱﾋﾟｶﾎｰﾙ」
申込期限：2/17（月）
※詳しくはお問い合わせください。
申込先：ｱﾋﾟｶ・ﾌﾚｯｼｭｺﾝｻｰﾄ実行委員
会☎ 0795㉓ 9000


