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市役所　みっきぃホール
■問（市）財政課　財産管理係　

年金者組合三木支部文化作品展
　■日１１月１９日（月）～２３日（金）
This is Miki 絵本「バッタくんのおくりもの」
完成お披露目コンサート
　■日１１月２４日（土）　午後２時～４時
三美退職教職員組合「創作展」
　■日１１月２６日（月）～２８日（水）

さんさんギャラリー オアシス
■問 　 87－2633　■休 水曜

セントクリストファーズホーム　和紙ちぎり絵展
　■日 １１月１０日（土）～２３日（金）
高齢者大学　24の会　作品展
　■日 １１月２４日（土）～１２月７日（金）

別所ふるさと交流館
■問 　 88－8035　■休 月・火曜

刃物研ぎ
　■日１１月１５日（木）　午前９時３０分～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 定食５００円（コーヒー券付き）
　 　 持ち帰り ３００円（７個）
混声合唱団「わいわい・がやがや」～楽しくレベルアップ～

　■日 第１、４土曜　午前１０時～１１時４０分

三木山森林公園
■期１１月１日（木）～　■申■　■窓
■問・■申■込 　 83－6100　■休 水曜　

里山鳥獣kid’sらぼ①　6種のドングリを探せ!
　■日１１月１１日（日）　午前１０時～午後３時
　■場 森の小劇場
秋の茶会「もみじを愛でながら…」
　■日１１月２３日（金）　午前１０時～午後２時
　■場 森の茶室「成蹊閣」
防災カルチャーの実践（要申込）
　■日１２月１日（土）、２日（日）　午前１０時～正午
　■場 森の文化館　会議室Ａ
野鳥たちと仲良くなろう♪（要申込）
　■日１２月９日（日）　午前９時～午後３時
　■場 クラフト館
森と農を学ぶ　しめ縄作り（要申込）
　■日１２月２４日（月）　午前１０時～午後３時
　■場 森の文化館　多目的ホール

堀光美術館
■問 　 82－9945　■休 月曜

企画展　金物まつり協賛　秋の木版画展
　■日 ～１１月１４日（水）
　■内 地元で活躍する１０人の木版画作家による作品を
　　　展示
企画展
市川　航　視線のその先
　■日 １１月２０日（火）～
　　　１２月１日（土）
■内 市川航の写真を利用した
　　作品を展示

三木山総合公園　総合体育館
■問　 83－4445　■休 木曜

ヨガ教室
　■日 きほんのヨガ：月曜　午前１１時～正午
　■対 １８歳以上
　■費 １，０８０円／回
　■持 運動ができる服装、タオル、飲料
　■定□先１５名

　　屋内プール休館日　木曜、２日（金）～７日（水）

三木ホースランドパーク
■期１１月１日（木）～　■申■　■窓
■問・■申■込 　 0120－816－892

第9回 みっきぃオータム
ホースショー（障害飛越）
　■日 １１月９日（金）～１１日（日）
　■場 エクウスの森
第70回全日本障害馬術大会
2018  PartⅠ（障害馬術）
　■日 １１月１６日（金）～１８日（日）
　■場 エクウスの森
第26回全国障がい者馬術大会（障がい者馬術）
　■日 １１月２４日（土）、２５日（日）
　■場 エクウスの森
第43回兵庫県親善馬術大会Ⅱ CSI1☆-W Miki
第6回ひょうごインドア・グランプリ（障害飛越）
　■日 １１月３０日（金）～１２月２日（日）
　■場 エクウスの森
クリスマスリースづくり（要申込）
　■日 １２月９日（日）
　■場 キャンピングセンター
ふたご座流星群 冬の星空観望会（要申込）
　■日 １２月１５日（土）
　■場 研修センター

ハーブ工房みきヴェルデ
■問 　 60－4025

「つや庵」手作り和菓子と季節の旬菜の販売
　■日１１月３日（土）～２５日（日）　土、日曜のみ
　　　午前１１時～午後３時
　■場 飲食物産館　駐車場（別所町西這田）
ビューティー★バイキング
　■日１１月２６日（月）　午前１０時～午後３時
　■場 飲食物産館　駐車場（別所町西這田）
　■内 ネイル、耳つぼ、マッサージ、手づくりワーク
　　　ショップなど

メッセみき　■問 　 86－9500

フリーマーケット　■日 １１月１７日（土）
第36回関西舞子サンデー　■日 １１月１８日（日）
神戸マツダ/東海近畿クボタ　合同展示会
■日 １１月２３日（金）、２４日（土）

ウィード・パラダイス　■日 １１月２５日（日）

山田錦の館　■問・■申■込 　 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 １１月３日（土）、４日（日）
　　　午前１０時３０分～午後４時３０分
味噌づくり教室（彩雲みそ加工グループ）
　■日１１月１８日（日）　午前１０時～正午
　■費 ４，０００円（山田錦みそ５ｋｇ）
　■持 作った味噌を入れる容器、エプロン、三角巾、
　　　マスク、使い捨てビニール手袋
■申■　■窓 　■定□先 ２０名

道の駅みき　■問 　 86－9500

はじめてのお家さがしフェア　■日 １１月１７日（土）、１８日（日）
刃物研ぎ　■日 土曜　午前８時～１１時

　　ニコニコふれあいバス利用者

　　5万人を突破
　自由が丘地域を運行する「ニコニコふれあいバス」
の累計利用者数が、５万人を突破しました。
　同ふれあいバスを運行するＮＰＯ法人ニコニコグ
ループ理事長の見口敏郎さんは、「ここまでやって
こられたのは、ご愛顧いただいている地域の方と、
ご尽力
いただいているスタッ
フの皆様のおかげです 。
これからも地域に根ざ
した活動を続けていき
たいです」と話してい
ました。（１０月８日）

姉妹都市米国バイセリア市訪問団が
三木市を訪問

　１０月３日～９日にバ
イセリア市長をはじ
めとする訪問団が三
木市を訪問し、秋ま
つりや金物体験、寺
院見学を通して、市
民交流をしました。
■問（市）市民協働課

「粟生線＆バス乗継ガイド」を発行

　鉄道とバスの乗継情報を含
む広域時刻表「粟生線＆バス
乗継ガイド」を発行しました 。
ウォーキングガイドなども掲
載していますので、お出かけ
の際などに活用してください 。

▼設置場所　粟生線各駅、市
　役所２階交通政策課　ほか

粟生線支援のため、国への要望活動を
実施

　９月１９日に、粟生線の活性化に対する支援のため、
会長である三木市長が国土交通省に対し、神戸電鉄
が行う車両更新な
どへの支援の堅持
・拡充などについ
て要望活動を行い
ました。

神戸電鉄粟生線活性化協議会からのお知らせ

■問（市）交通政策課
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