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教室・講座

催 し

　協力会員養成講座

■日９月１２日（水）
午前１０時～１１時

■場 自由が丘公民館
■定□先２０名
日程は他にもあるので、問い合わ
せてください。

　第53回ぶどう品評会

■日９月４日（火）
午前１０時～午後４時
即売：午後４時～

■場 市役所　みっきぃホール
■内 ピオーネ、ベリーＡなど約１５０

点が出品。品評会終了後には、
出品されたブドウの即売を行
います。　

■問（市）農業振興課　農業政策係

　三木市美術協会展

■日９月１２日（水）～１６日（日）
午前９時～午後６時

（１６日：午後４時まで）
■場 三木南交流センター
■内 日本画・書・洋画・写真・彫塑

工芸部の会員による作品展示
■問 美術協会事務局

078－994－4948

　W記念祭 

　自由が丘中公園バス待合施設オ
ープン５周年と自由が丘地域を運
行するニコニコふれあいバス利用
者数５万人突破を記念したイベン
トを開催します。
■日９月３０日（日）

午前９時３０分～午後３時
■場 自由が丘中公園バス待合施設ロ

ータリー
■内 模擬店、餅つき、フリーマーケ

ットなど　
■問 自由が丘中公園バス待合施設

（わくわくステーション）
87－0989

　協力会員募集

■対 市内在住の１６歳以上
■内 掃除、買い物代行など日常生活

の簡単な手伝い（特に草引き）
▼ 報酬　５００円 ／ 時（依頼会員か

ら直接手渡し）
登録後、養成講座の受講をお願い
します。

　高齢者生きがいセミナー

①ＤＶＤ観賞「世界の絶景」
②砥峰高原と岡乃山美術館を訪ねて
③介護保険制度の仕組みについて
■日 ①９月１０日（月）

　午前１０時～１１時３０分
②９月２７日（木）
　午前９時～午後５時
③１０月１日（月）
　午前１０時～１１時３０分

■場 高齢者福祉センターほか
■対 市内在住の６０歳以上
■期９月３日（月）～５日（水）
■費 無料（②別途負担金が必要）
■申■　 ■窓 　 ■定□抽３３名
■問・■申■込 高齢者福祉センター

　86－0800

　

　映像で学ぶ！
　はじめての「成年後見制度」

■日９月２８日（金）
午前１０時～１１時

■場 吉川健康福祉センター
■内 成年後見制度の内容と後見人

の役割（出前講座受付中）
■期９月２７日（木）まで
■費 無料
■申■　 ■FAX■　 住所、氏名、電話番号

を明記し、申し込んでください。
■問・■申■込 成年後見支援センター

　83－0226
　86－0860
　chiiki@miki.or.jp

高齢者ファミリーサポートセンター

　“日常生活を手助けして欲しい高齢者”（依頼会員）と
“手助けしたい方”（協力会員）が互いに会員登録し、支え
合う活動をしています。
■申■　 ■FAX 氏名、住所、電話番号を明記し、申し込んでく
　  ださい。
■問・■申■込 　 83－7300　 86－0860

　秋のMIKI夢ステーション大感謝祭

当日、１，０００円お買い上げごとに１００円のお買物券を進呈します。
■日９月７日（金）　午前１０時～午後４時３０分
■場 ＭＩＫＩ夢ステーション（福井２丁目）

・臨時駐車場：栄町公園
■内 卵、バナナ、ブドウ、金物せんべい、定食&弁当、総菜、パン、生鮮食品、

シューズ　などの販売
■問 MIKI夢ステーション（旧三木鉄道三木駅跡）　88－8790　■休 木曜

　兵庫五国祭

■日９月１５日（土）、１６日（日）　午前１０時～午後４時
■場 メッセみき
■内 グルメ屋台、スイーツ、ステージイベントなど
■問 兵庫五国祭実行委員会 　 078－921－5594

FAX

FAX

FAX

　出前講座①（申込不要）

■日９月１３日（木）　午前１０時～１１時３０分
■場 別所町公民館
■内 歴史から見える「女へん」の漢字
▼ 講師　森田充代さん
　　　　（古典文学研究家）

　出前講座②（申込不要）

■日９月２７日（木）　午後１時３０分～３時
■場 志染町公民館
■内 男女に学ぼう防災
▼ 講師　斉藤容子さん（関西学院大
　学復興制度研究所研究員）

　女性のための働き方セミナー

■日９月２９日（土）
午後１時３０分～３時

■場 教育センター　４階中研修室
■対 女性
■内 介護離職を防ごう！
▼ 講師　藤原寛子さん
　　　　（社会保険労務士）
■託 １歳以上～就学前
　（■期９月１４日（金）まで）
■申■　 ■窓
■定□先８名

　男性のための簡単料理講座

■日１０月１０日、１１月７日、１２月１９日
（水曜　全３回）
午前９時３０分～正午

■場 総合保健福祉センター
栄養指導室

■対 料理が初心者の男性
▼ 講師　いずみ会
■期９月２８日（金）まで
■費５００円程度／回
■持 エプロン、三角巾、ハンドタオル
■申■　 ■窓
■定□先１０名

　普通救命講習（Ⅰ）

■日９月８日（土）　午前９時～正午
■内 基礎的な心肺蘇生やＡＥＤ

を使った講習など
■定□先３０名

　上級救命講習

■日９月９日（日）　午前９時～午後５時
■内 ＡＥＤを用いた心肺蘇生法、応急処

置など。筆記試験、実技試験あり
■定□先２０名

　地域公共交通に関する
　「出前講座」

　神戸電鉄粟生線やバスなどの公
共交通の利用を促進するため、「
出前講座」を開催しています。
■対 市内の団体（自治会、老人クラ

ブ、子ども会、ＰＴＡなど）
■内 地域公共交通の現状と課題、

活性化に向けた取組内容、バ
スの乗り方教室など

■費 無料
■期 開催希望日の１カ月前まで

（バスの乗り方教室は３カ月前）
■申■　 ■窓
■問・■申■込（市）交通政策課

　市民テニス教室

■日９月１５日～ （土曜　全１０回）
午前８時３０分～

■場 三木山総合公園　テニスコート
■対 市内在住･在勤･在学の１６歳以上
■費５，０００円　■申■　 　■定□先３０名
■問・■申■込 市テニス協会　浅川さん

　85－0567

　ジュニア陸上競技教室

■日９月１４日～（金曜　全１０回）
午後５時３０分～

■場 三木山総合公園　陸上競技場
■対 市内在住の小学３～６年生
■期９月１０日（月）まで
■費 ２，０００円
■持 飲料、運動ができる服装、

運動靴
■申■　 ■窓
■定□先５０名
■問・■申■込（市）文化・スポーツ課
　　　　スポーツ係

　ことばの教室
　「アラビア語入門教室」

■日９月１９日～（第１、３水曜　全１０回）
午後７時～８時３０分

■場 教育センター　３階セミナー室２
■費 １０，０００円（別途年会費２，０００円）
■申■　 ■窓 ■郵 ■FAX■　 氏名、住所、電

話番号を明記し、申し込んでく
ださい。

■定□先１５名（５名以下は開講しない
場合あり）

■問・■申■込 国際交流協会
　　　　　　 89－2318
　　　　　 kokusai@city.miki.
　　　　　 hyogo.jp

と 　 も

男女共同参画セミナー　■問・■申■込 男女共同参画センター　こらぼーよ  　 89－2331

救命講習　■場 消防本部　■費 無料　■申■　■窓
■問・■申■込（市）消防署　救急救助課  　 89－0173

日日時　場場所　対対象　内内容　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

広告


