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ラージボールを使ったダブルスの卓
球です。ラリーが続けやすく、子ども
から高齢者まで気軽に楽しめます。
日時：7/7～8/25の毎週火曜日
19:30～21:00　（全8回）
場所：加西市勤労者体育センター
参加資格：小学校高学年以上
定員：先着40名（無料）
持ち物：シューズ、タオル、飲み物
申込期間：6/1（月）～7/3（金）
申込先：文化・観光・スポーツ課☎㊷
8773

動物・昆虫・乗り物など作りたいも
のを 1 点決めて造形・色づけします。
作品は夏休み中にお渡しできます。
※ろくろは使用しません。
日時：7/5（日）① 10:00 ～ 11:30
② 13:30 ～ 15:00
場所：丸山総合公園管理棟
講師：清瀬光洋氏（兵庫県工芸美術
作家協会会員）
定員：①②各先着 16 名
対象：小学生以上（参加費 2,000 円）
持ち物：エプロン・タオル・作りた
いものの写真や絵
申込方法：氏名・連絡先・年齢・学
年・希望時間を下記まで。
受付：6/1（月）～
問合先：丸山総合公園☎㉟ 8872 
fax ㉟ 8873 qquh8ee9k@wind.
ocn.ne.jp

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
参加者を募集中。
開催：毎月第 4 ㊎ 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
● 6 月開催
日時：6/26（金）19:00 ～ 20:00
開催場所：多目的グラウンド AB
内容：フットサル
持ち物：運動靴、飲み物
申込先：健康福祉会館☎㊷ 6700

講座・イベント

●公演延期
のお知らせ
森山良子コ
ンサートツ
アー
2020 年 6
月 7 日（日）
を 2021 年 2 月 11 日（木・祝）に
延期いたします。
詳細は加西市民会館ホームページを
ご覧いただくか、加西市民会館まで
お問合せください。
● 6 月の１day 講座のご案内
初夏のブルーベリータルト
開催日：6/8（月）
おとなの粘土教室
開催日：6/13（土）
アロマフラワーバーを作ろう
開催日：6/14（日）
親子陶芸教室
開催日：6/14（日）
歌って健康！楽しい健康コーラス
開催日：6/16（火）
卵ケースで増殖を学ぶ
開催日：6/21（日）
ごっつぉのイタリアン講座
開催日：6/24（水）
問合先：市民会館☎㊸ 0160

加西病院では市民の皆様とのふれあ
いの場として、毎年６月に開催して
おりましたホスピタルフェアについ
て、新型コロナウイルス感染拡大防
止のため令和 2 年度は中止するこ
ととなりました。
申込先：加西病院☎㊷ 2200

加西病院ホスピタルフェア
中止について

日時：8/2（日）13:30 ～ 16:00
場所：善防公民館
講師：十八代目太鼓屋六右衛門さん
対象：市内在住の小学 3 ～６年生
＊必ず保護者同伴でお願いします。
募集人数：30 組（多数の場合は抽選）
費用：2,500 円（材料費、当日集金）
持ち物：古タオル、作業用手袋、作
業のできる服装、材料費
申込期間：6/1（月）～ 26（金）
申込：申込書（市ホームページ）を
以下まで持参、郵送または FAX
申込先：人権推進課☎㊷ 8727

オリジナル太鼓作り教室

市民会館からのお知らせ

こども陶芸教室

スーパードライブ教室
参加者募集



広告広告

19

運動体験会のお知らせ

子どもから高齢者まで楽しく取り組
めるエクササイズです。
開催：7/1（水）10:45 ～ 11:45
開催場所：健康福祉会館（ホール）
対象：どなたでも（参加無料）
定員：先着 30 名
内容：スクエアステップ
持ち物：飲み物、タオル、上履き
申込先：健康福祉会館☎㊷ 6700

休日フィットネス開催

家事や育児、仕事等で運動する機会
のない方を対象とした全 4 回開催
の体操教室です。
開催：6/27、7/4、11、18（全て
土曜日）10:00 ～ 11:00
開催場所：健康福祉会館（ホール）
対象：20 ～ 60 歳（参加無料）
定員：20 名
内容：ストレッチ、リズム体操等
持ち物：飲み物、タオル、上履き
その他：託児所あり
申込先：健康福祉会館☎㊷ 6700

Let's ウォーキング

ウォーキングを楽しみながら市内の
名所を巡りませんか？
開催：6/17（水）10:45 ～ 12:00
※集合は 10:30 ／雨天中止
開催場所：健康福祉会館（ホワイエ）
対象：どなたでも（参加無料）
定員：20 名
内容：健康福祉会館からランドマー
ク展望台までのウォーキング
持ち物：飲み物、タオル、動ける服装
申込先：健康福祉会館☎㊷ 6700

兵庫県播磨地域をホームとする
サ ッ カ ー ク ラ ブ「Cento Cuore 
HARIMA」の選手・コーチによる
指導でサッカーを楽しもう！詳細は
市ホームページをご覧ください。
日 時：7/6 ～ 9/28 の 毎 週 月 曜 日
17:30 ～ 19:00（全 10 回）
荒天時順延（10 月 5.12 日）
場所：多目的グラウンド
対象：小学 1 年生～ 6 年生
定員：50 人程度
参加費：1,000 円 / 人（全 10 回分）
※第１回目の教室で集めます。欠席

（荒天時順延日含む）、キャンセルに
よる返金は行いません。
※感染症の影響で教室を途中で中止
した場合、参加費から教室実施回数
分を除き返金します。
持ち物：運動できる服装、運動靴、
フットサルシューズ、水分等
申込期間：6/1（月）～ 7/3（金）
申込先：bunka@city.kasai.lg.jp
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎㊷ 8773

くらし

令和 2 年度市県民税全・1 期の納期
限は 6 月 30 日（火）です。
問合先：税務課☎㊷8712

加西市定例教育委員会

どなたでも傍聴できます。
日時：6/24（水）14:00 ～
場所：市役所 5 階大会議室
問合先：教育総務課☎㊷ 8770

加西市社会福祉協議会では、「すべ
ての市民で支えあう福祉のまちづく
り」のため、地域に根ざしたふれあ
い活動の推進と安心して暮らせる福
祉サービスの充実に努め、さまざま
な事業や啓発活動を実施していま
す。善意の預託金は、次の事業に活
用します。皆さまの温かいご協力を
お待ちしています。
●支えあう福祉のまちづくり推進事業
高齢者外出支援（タクシー初乗り運
賃助成）事業
●心配ごと相談事業
●おめでとう赤ちゃん出生お祝い事業
●新成人お祝い事業
●防犯カメラ設置助成金事業
問合先：加西市社会福祉協議会
☎㊷ 8888

ご自身で電子申請を行うことが困難
な方のために、５月 28 日（木）よ
りアスティアかさい２階特設会場
で、「申請サポート会場」が開設さ
れます。（完全事前予約制）
専用ダイヤル☎ 0120-835-130
電話予約☎ 0570-077-866
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「持続化給付金」申請サポー
ト会場が開設

6月は善意月間です

期限内納付にご協力をジュニアサッカースクール
参加者募集


