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日日時　場場所　対対象　内内容　講講師　期募集・受付期間　費費用　持持ち物　託託児　休休み
申申込（�電話　窓窓口　郵郵便　FAXファックス　　E-mail　　インターネット）
定定員（先先着　抽定員を超えると抽選） 問問い合わせ（　電話番号・FAXファックス・ 　E-mail）

記号の意味

　みっきぃホール　■問 (市)財政課　財産管理係

ほのぼの会による日本画展
■日５月１６日（水）～２２日（火）　午前８時３０分～午後６時

１６日は午後２時から、２２日は午後５時まで
山本写真塾写真展
■日５月２３日（水）～２７日（日）　午前９時～午後５時

２３日は午前１１時から、２７日は午後３時まで
三木社協デイサービスセンター利用者作品展示会
■日５月２９日（火）～６月１日（金）　午前９時～午後５時

６月１日は午後３時まで

　三木山総合公園
　総合体育館
　■問・■申■込 　 83－4445
　■休 木曜

卓球教室
■日５月８日～

（火曜　全４回）
クラス１（中級）午前９時３０分～１１時
クラス２（初級）午前１１時～午後０時３０分

■場 体育室
■費２，１６０円（全４回）
■申■　■窓
■定□先 若干名

　三木山総合公園　テニスコート　
　■問・■申■込 　 83－4309　■休 木曜

ダンロップテニススクール　 
■日 月・火・水・金曜　

ジュニア①②　１時間
ジュニア③・一般（初級～上級）１時間２０分

■対６歳以上
■費 ジュニア①②　　　６，４８０円／月

ジュニア③・一般　８，６４０円／月
夜間（一般）　　　９，５００円／月

■申■　
■定□先 各８名

時間などの詳細は上記まで問い合わせてくださ
い。

　三木山総合公園　屋内プール　
　■問・■申■込 　 83－4442　■休 木曜

水泳アドバイザーによるクリニックアワー
■日 火・土曜（■休５日（土））

午前１０時１５分～正午
■費 無料（入場料は別途）

　さんさんギャラリー オアシス　
　■問 　 87－2633　■休 水曜

東日本大震災パネル展　3.11を語り継ぐ
緑が丘町公民館　
■日 ～５月１１日（金）

三木年金者組合フォトクラブによる写真展
■日５月１２日（土）～２５日（金）

森口朝光さん松浦文太さんによる
木版画・水彩画　二人展
■日５月２６日（土）～６月８日（金）

　堀光美術館　
　■問 　 82－9945　■休 月曜、1日（火）　

別所公春まつり共催
第20回アート・フェス公募展
■日 ～５月６日（日）
■内 ミニアチュール部門と木版画部門の２部門の入

賞、入選作品を展示。
三木市美術協会　写真・工芸部会展
■日５月２０日（日）～６月３日（日）
■内 三木市美術協会の写真・工芸部会展。

テーマ「光と影」による写真、陶芸、皮革、染
織など、会員の近作を展示。

　三木ホースランドパーク　
　■問・■申■込 　 0120－816－892

第53回全関西学生馬術大会（馬場馬術競技会）
第49回関西学生新人馬術大会（障害飛越競技会）　
■日５月３日（木）、４日（金）
■場 エクウスの森

第45回近畿馬術大会
■日 馬場馬術　５月１２日（土）、１３日（日）

障害飛越　５月２５日（金）～２７日（日）
■場 エクウスの森

第20回みっきぃホースフェスティバル
～馬とのふれあいウィーク～
■日５月３日（木）～５日（土）
■場 エクウスの森
■内 引き馬、馬車試乗

会、ＪＲＡ騎手サイ
ン会、中庭イベン
ト、バックヤード
ツアー、ＮＨＫマイルカップ勝ち馬当クイズなど

　申込イベント　■期５月１日（火）～　■申 ■　 ■窓

こどもとおとなの森あそび②
■日６月２日（土）
■場 キャンプ場周辺

　道の駅みき　■問 　 86－9500 

生活応援セールMAX　■日５月３日（木）～６日（日）
三木Deナイフショー　■日５月１２日（土）、１３日（日）
はじめてのお家探しフェア　■日５月１９日（土）、２０日（日）
刃物研ぎ　■日 土曜　午前８時～１１時

　メッセみき　■問 　 86－9500

フリーマーケット　■日５月３日（木）、４日（金）
JAFEA　4WD&SUV　カーニバル　■日５月２０日（日）

　山田錦の館　
　■問 　 76－2401
　■休 月曜

刃物研ぎ
■日 第１、３日曜

午前９時～１１時３０分
■費 包丁類４５０円、はさみ類５５０円～

フリーマーケット
■日５月１９日（土）、２０日（日）　午前１０時３０分～午後４時３０分

　三木山森林公園　■問・■申■込 　 83－6100　
　■休 水曜

春の茶会　新緑の公園で
お茶を…（当日受付）
■日５月３日（木）
　 午前１０時～午後３時
■場 茶室「成蹊閣」

三木山フォルクローレ
音楽祭&楽木市
■日５月２０日（日）　午前９時３０分～午後６時
■場 森の文化館　音楽ホール、エントランス広場

　申込イベント　■期５月１日（火）～　■申 ■　 ■窓

第15回三木山落語
■日６月９日（土）　午後２時～４時３０分
■場 森の文化館　音楽ホール

フランティシェック・ノボトニー&伊藤ルミデュオ
2018 日本ツアー21回コンサート
■日６月２２日（金）　午後６時開演
■場 森の文化館　音楽ホール

夏のキノコ山探検
■日６月２４日（日）　午前１０時～午後３時
■場 森の研修館　研修室

三木山のミニ森をつくろう
■日６月３０日（土）　午前１０時～午後３時
■場 森の研修館　研修室

　旧玉置家住宅　■休 火曜　
　■問 観光協会　　83－8400

こいのぼり

　■■日 ～５月１３日（日）
甲冑展示

　■日 ～５月５日（土）

　■内 三木甲冑倶楽部が作成し

　　 た甲冑を展示。

　旧小河家別邸　■休 月～水曜　
　■問 観光協会　　83－8400

五月人形展示　■日 ～６月３日（日）
お茶会
■日５月５日（土）　午前１０時～午後３時
■費 茶席（座敷）５００円　呈茶（庭先）３００円

（抹茶・和菓子付）
　お茶券販売場所　観光協会

リニューアルオープン1周年記念
フォークコンサート
■日５月２０日（日）　午後１時３０分～３時　開場：午後１時
■費 無料　■定□先４０名

　別所ふるさと交流館　
　■問 　 88－8035　■休 月・火曜　

刃物研ぎ（包丁は１人１丁限定）
■日５月１３日（日）　午前９時～１１時
■費 包丁類４５０円、はさみ類５５０円～

餃子定食の日（さとの会）
■日 第２、４金曜　午前１１時３０分～
■費 餃子定食５００円（コーヒー券付き）

餃子持ち帰り３００円（７個）
混声合唱団「わいわい・がやがや」
■日 第１、４土曜　午前１０時～１１時４０分

　三木総合防災公園

ファミリー凧あげ祭り　
■日５月５日（土）
■場 中央芝生広場

第12回兵庫県障害者
のじぎくスポーツ大会　
■日５月２６日（土）　■場 陸上競技場、野球場ほか

■問 三木総合防災公園管理事務所　　85－8408
第72回兵庫県民体育大会テニス競技　
■日  一般の部 　５月３日（木）、４日（金）

 ベテランの部　 ５月５日（土）、６日（日）
■場 ブルボンビーンズドーム
■問 ブルボンビーンズドーム　　85－8413
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