
かさいまちあそび2020 の様子を撮影して、
ハッシュタグ「#かさいまちあそび」をつけて投稿

@machiasobikasai をフォロー！ 
2020年 9月 1日（火）～11月 8日（日）
Step1
Step2

応募受付期間

応募方法

フォローしてね！
Instagram @machiasobikasaiキャンペーンの詳細及び注意事項は公式WEBサイトよりご確認ください。

インスタグラム

プレゼントキャンペーン
抽選でプレゼントをゲットしよう！

加西の特産品

応募いただいた
全ての投稿より、
抽選を行います。

かさいまちあそび2020に
参加した様子を
インスタグラムに
投稿しよう！

＃かさいまちあそび
ハッシュタグ

9月16日（水）午前10:00受付スタート予約開始

笑顔あふれる 32日間
2020. 10.3（土）～11.3（火・祝）開催期間

笑顔
あふれ

るフフフな時間

2020
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8月28日（金）19:00～21:00

オンライン
ファシリテーター養成講座

NPO法人SEIN
宝楽 陸寛さん

オンライン開催

9月16日（水）19:00～21:00

届く情報発信講座
～はじめてのキャッチコピー～

NPO法人シミンズシーズ
小笹 雄一郎さん

オンライン開催

10月2日（金）19:00～21:00

人を惹きつける
話し方講座

NPO法人生涯学習サポート兵庫
山﨑 清治さん

加西市民会館２階 視聴覚室

11月13日（金）19:00～21:00

スマホでできる
動画編集講座

ALLX株式会社
藤中 亮太さん

オンライン開催

12月2日（水）19:00～21:00

人がうごく企画の
つくり方講座

NPO法人高砂キッズスペース
竹内 茂雄さん

アスティアかさい３階 集会室
アスティアかさい３階 会議室 アスティアかさい３階 会議室
+ +

ハンディポレーションKD-9900
美顔器 美顔機 加西ねひめビーフセンゴクアラジン

ポータブルガスホットプレート プチパン

●お米２キロ　
●季節の野菜詰め合わせ
●焼き菓子セット
●富久錦 低アルコール純米酒      
　「Fu.」
●加西香醸カリー

●加西市地域交流センター（アスティアかさい3F）
●加西市内4公民館
　（中央公民館・善防公民館・南部公民館・北部公民館）
●加西市役所文化・観光・スポーツ課

　　　　　　　　●ポイントカードの有効期限は、初回利用日から5カ月です。
●同日に同じお客さまにポイントの付与はできません。1日１ポイントのみ。
●「使用済み」の特典チケットは使用できません。（お客様の操作で誤って
　「使用済み」にしてしまった場合も対応しかねます。）

注意事項

実施期間

記念品引換期間

2020年10月3日（土）～11月3日（火・祝）
2020年 10月 4日（日）～12月 28日（月）

に参加して
まちあそびオリジナル
クリアボトルをGet！

かさいまちあそび 2020の
プログラムに参加するごとに
1ポイント付与されます。

2つのプログラム 記念品交換場所

ポイントラリー

かさいまちあそびに
参加してポイントを　
貯めよう‼　　　
LINE ID
@299yzewy

LINEで友だちになろう！

まちあそび賞

1名様 1名様 1名様

0790-42-8715 machiasobi@kanko-kasai.com〒675-2395 加西市北条町横尾 1000
加西市観光まちづくり協会主 催 かさいまちあそび運営事務局（加西市役所 文化・観光・スポーツ課内）

TEL mail
問合先

※写真はイメージです。

かさいまちあそび大学は、市民活動・まちづくり活動等、市民の自発的な活動をサポートする学校です。
あなたが前のめりになるほど、未来は明るくなる。共に学び、共に行動に移してみませんか。

参加費　無 料　　
 定 員　各講座 30 名　　　
 申 込　WEB サイトから申込

かさいまちあそび大学Bi
KASA
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http://kanko-kasai.com/machiasobi/campaign

各2名様

「かさいまちあそび」は、加西市の
「ヒト・モノ・コト」が

いっぱい詰まった体験型プログラムが
開催される、

期間限定の地域あそびイベントです。
ココロ踊るプログラムを
お楽しみください。

「かさいまちあそび」は、加西市の
「ヒト・モノ・コト」が

いっぱい詰まった体験型プログラムが
開催される、

期間限定の地域あそびイベントです。
ココロ踊るプログラムを
お楽しみください。

「かさいまちあそび」は、加西市の
「ヒト・モノ・コト」が

いっぱい詰まった体験型プログラムが
開催される、

期間限定の地域あそびイベントです。
ココロ踊るプログラムを
お楽しみください。

まちあそび美人賞 もぐもぐまちあそび賞



ハンドメイドを楽しむ

楽しい“食べる”がいっぱい

リズムに合わせて！リズムジャンプ！
リズム健康体操！35

 10/28㈬ ※40代以上  ・31㈯　
❶14：00～14：50　❷15：00～15：50　❸16：00～16：50
西村 忠倫（NTS SPORTS CLUB）
　 080-4234-1658（時間帯18：00～21：00）
     tada.nishi761120＠gmail.com

秋の味覚「サツマイモ」を
みんなで掘ろう！38

 10/3㈯　10：00～12：00

堀川 恵子（株式会社　清光社）
　 info3@kk-seikosya.co.jp

縄文時代にタイムスリップ！
火おこしキャンプ41

   10/17㈯　14：00～20：00

辻田 聡信（KAP（Kasai Asobi Project））
　 公式WEBサイト

絵の具を使った自由アート
大きな虹を描こう！願いを込めて36

  10/25㈰
❶10：30～12：00　❷13：30～15：00

下村 紗織（0才からのこども教室）
　 公式WEBサイト

こんなに揚がる凧見たことない！
作ろう！「悠遊バイオカイト」39

  10/17㈯　9：30～12：00

大西 道憲（大西精版印刷株式会社）
　 0790-42-1255（時間帯8：30～17：00）
     osppp@hyper.ocn.ne.jp

集まれ赤ちゃん！
ハイハイ・よちよちレース37

 10/20㈫　9：45～12：00

下村 紗織（baby＆MamaサークルClap）
　 公式WEBサイト

半顔で実感‼
変化の出る若返りエステ27

 10/17㈯　14：00～15：00

西中 稲美（ねひめの里整骨院）
　 0790-35-8284（時間帯9:00～12:00　16:00～21:00）
     info@nehimenosato.com

ちょっと小粋なお出かけ
着物を着てランチに行っちゃおう～♪28

 （火曜コース）10/6㈫・13㈫・20㈫・27㈫
（土曜コース）10/3㈯・10㈯17㈯・31㈯　　9：30～12：30
　　　　　　　　　　　　　　※全4回
長谷川 知南・大島 真里
　 公式WEBサイト

あこがれの美姿勢になろう！
楽しくバレエを踊ってみませんか♪29

 10/18㈰ ・30㈮　12：00～13：00
 11/3　                    11：30～12：30
　　　　　　※11/3は子供向けです。
武用 宜子（貞松・浜田バレエ団所属）
　 090-9049-7855（時間帯9：00～21：00）

きれいな姿勢で生き生き輝く
自分になろう！あなたは変われます！30

  10/17㈯ 　13：00～14：00

惣市 昭枝（姿勢専科KCSセンター加西）
　 090-6244-1365（時間帯10：00～17：00）

自宅でセルフケア
頭皮ゆるめストレッチでリフレッシュ！31

 10/11㈰・21㈬ 　10：00～11：00

田中 美沙子（頭のもみほぐし専門店のほほん）
　  公式WEBサイト

数秘ワークでココロを♪
ふわふわケアで小頭に整える♪32

 10/9㈮・23㈮ 　10：00～11：50

あらたけ まゆみ（Therapy Space ひととき）
　 公式WEBサイト

おうちでできる美姿勢体操33
  10/7㈬・22㈭　10：00～12：00

別府 知恵（カイロプラクティック総癒館 やしろ院）
　 公式WEBサイト

シャル・ウィ・ダンス？
ひとりでできる「社交ダンス」教室34

  10/24㈯　15：00～16：00

酒井 圭子（サカイダンスアカデミー）
     0790-43-0415（時間帯9：00～18：30）

親子で社会科見学
神姫バスの車庫へ行ってみよう！40

  10/17㈯　10：00～11：00

藤原 昌明（神姫観光株式会社 小野支店）
　 0794-70-7106（時間帯10：00～17：00）

和食と文化
手打ちそばやってみよう！42

 10/18㈰　9：00～12：00

大西 彩未（播磨蕎麦の会）
　 0790-49-0041（時間帯9：00～17：00）

「小さな収穫祭」
～黒豆枝豆収穫＆ミニマルシェ～43

 11/3
❶10：00～12：00　❷14：00～16：00

名古屋 敦・名古屋 和子（ten）
　 ws＠ten-hyogo.jp

みんなでネパールツアー!?
ナン作りとダルバード試食体験♪44

 10/16㈮　10：00～12：00

サプコタ ガンガラム（ムナール）
　 0790-42-6706（時間帯11：00～20：00）

ハロウィンカービングにチャレンジ!!
～初級編～15

 10/22㈭　13：00～15：00

高井 恵（えぇもん王国）
　 0790-42-1982（時間帯9：00～17：00）

今話題の大豆ミートと
インドネシアの納豆テンペ試食会45

 10/4㈰　10：00～11：30
　
山口寛人・山口凜
（NPO法人オルタナティブビレッジ）
　 公式WEBサイト

栄養素の宝庫・日本の伝統食
「本格手打ち蕎麦」を楽しもう！46

 10/10㈯ ・17㈯
❶10：00～12：00　❷13：00～15：00

内藤 能民（ゆかいな麺々・加西）
　 公式WEBサイト

絵本からとびでた
おいしいスイーツづくり47

 11/3　　　13：00～16：00

菅野 将志 (かさい石窯クラブ)
　 公式WEBサイト

世界にひとつだけのハンドメイド
木製スプーンづくり01

 10/31㈯　13：00～16：30

和田 英雄（有限会社小田製材所）
　 公式WEBサイト

仏さまを描いて、体も心も綺麗に
「静かなお寺での写仏体験」16
 10/24㈯ 　14：00～16：00
　
後藤 太作（曹洞宗 高室山 西福寺）
　  0790-42-1203（時間帯8：00～17：00）
　  saifuku17@gmail.com

ガタゴト ローカル列車でゆく！
北条鉄道クイズの旅17

 10/3㈯～11/3 　　
（9:40 北条町駅発～17:31北条町駅着の間で、駅員がいる時間）

小田 真子（かさい大スキ）
　 公式WEBサイト

みんなでつくる清らかな音色♪
ハンドベルで心もリフレッシュ！18

  10/21㈬ 　10：00～12：00

森川 美保（ローズベル）
　 0790-49-2730（時間帯  いつでも）
　  miho804@gmail.com

レンタサイクルで巡る♪
旅せよ乙女～失恋を癒す女子旅～19

 10/10㈯ 　11：45～16：30

北 笑美香（加西市観光まちづくり協会）
　 公式WEBサイト

パトランと呑み鉄と私
～ボランティア 北条鉄道 自分に乾杯～20

 10/3㈯・17㈯ 　15：00～17：30

大道 行雄・上月 善彦（パトラン加西）
　 公式WEBサイト

「紫電改」実物大模型見学と
鶉野飛行場跡の戦争遺跡探訪21

 10/24㈯ 　9：00～12：00
　
水田 加代子・阪田 光弘・吉田　賢三
（加西市歴史街道ボランティアガイド）
　 0790-42-8823（時間帯9：00～17：30）

北条鉄道ピカピカ大作戦！
一両まるごと洗います22

 10/24㈯ 　9：30～11：30
　
菅野 将志（北条鉄道を美しくする会）
　 公式WEBサイト

チェロを弾いてみませんか？
45分で曲にチャレンジ！23

 10/5㈪・19㈪  ❶10：00～10：45 ❷11：00～11：45
　　　　　　　　　　　　  ❸14：00～14：45 ❹15：00～15：45
森川 笑里奈
　  ilovemuzic5@gmail.com

日常を離れてお寺で和むひととき
～ヨガ瞑想とお寺案内～24

 10/4㈰・25㈰ 　14：00～16：00

くつき なおみ
（高野山真言宗 有明山 満願寺 金剛院）
　  kgi.0790.ktk@docomo.ne.jp

これからの暮らしを考える
オンライン整理収納講座25

 10/14㈬・31㈯ 　10：00～12：00
　
河合 由紀子（カワイデザインワークス）
　 公式WEBサイト

お姫様に変身！メイク体験＆
ハロウィンパーティー26

 10/31㈯ 　9：30～15：00
　
田居 史江
　 080-3814-3390（時間帯10：00～18：00）
　  taifumie.2@gmail.com

わたしだけの
手づくりせっけんを作ろう02

 10/4㈰
❶10：00～12：00　❷13：30～15：30

坂田 のりこ（オフィス愛満）
　 公式WEBサイト

マスクもファッション♪私だけの
オリジナルマスク作っちゃおう！03

 10/10㈯ 　13：30～15：30
　　12㈪・26㈪  　9：30～11：30
　
大島 真里（Mummy`s マミーズ）
　 公式WEBサイト

お習字じゃない !?
自由に描く筆文字体験教室04

 10/3㈯・12㈪・17㈯・26㈪  
　　　　　　　　　　13：30～15：30
長谷川 知南（筆文字処 和顔施）
　 公式WEBサイト

光とガラスが生み出す
ステンドグラス体験教室05

 10/3㈯ 
❶10：00～12：00　❷14：00～16：00
堀田 直樹（ギャラリーれんが舎）
　  090-9112-6586（時間帯10：00～18：00）
　  n-hotta7@wine.ocn.ne.jp

お部屋のインテリアに最適！
オリジナルボードをつくってみよう!!06

 10/20㈫ 　10：00～12：00

森川 育夫（㈱森川住宅）
　 0790-49-2730（時間帯  いつでも）
　　 morikawajyutaku@sky.plala.or.jp

地球にやさしいエコラップ
手作りワークショップ07

 10/10㈯ 　10：00～11：30

ハリス 有里（こけびー）
　 公式WEBサイト

えいごでつくろ♪ハロウィンかぼちゃ
「ジャック・オー・ランタン」08
 10/18㈰
❶10：00～11：30　❷13：30～15：00

Kelsey Walton（NPO法人ねひめカレッジ）
　 公式WEBサイト

パッチワーク‼
心ホッコリくらしを楽しむ布遊び09

 10/3㈯　❶10：00～12：00　❷13：00～15：00
　　4㈰　  10：00～12：00
井上 文代（ミルキィウェイ）
　  090-8791-3552（時間帯10：00～17：00）
　  cottonstars10@icloud.com

山口先生の
秋のフラワーアレンジメント教室10

 10/18㈰ 　10：30～12：00

山口 素子（神戸フラワーアートスクール）
　 0790-47-1182（時間帯9：00～17：00水曜定休）
　　※17日 (木 )から予約受付

世界に一つだけ！愛情たっぷり
手づくり布絵本を作ろう11

 10/22㈭・23㈮ ・24㈯
　　　　　　　　10：00～12：00
武藤 弘美（学研北条町教室）
　  090-4304-3884（時間帯8：00～22：00）
　  yuzu_milk_love@yahoo.co.jp

読めないけど味がある
中国古代文字で遊んでみよう！12

 10/10㈯
❶10：00～12：00　❷13：30～15：30　
植野 無人（篆刻研究起勢会）
　 090-6981-1982（時間帯10：00～17：00）
    kazushi.ueno@docomo.ne.jp

おうち時間で作る♡
ナチュラルフレンチの小さなおうち雑貨13

 10/9㈮ 　13：30～15：30
　　　　　
西村 愛（古民家ギャラリーカフェ 和の遊びひふみ）
　 0790-20-5649（時間帯  いつでも）

はじめてでも大丈夫！ポーセラーツで
自分だけのオリジナル食器を作ろう14

 10/25㈰ 　10：00～12：00

 グッチ
　 公式WEBサイト
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参加したいプログラムのプログラム名、開催日時が複数設定されている場合はご希望の開催日時、
参加者のお名前（複数人での参加の場合は代表者と人数）、ご連絡先電話番号をお伝えください。

※満席となったプログラムについては応募を締め切らせていただきます。
※プログラムの申込期限は各プログラムによって異なります。開催日をご確
認の上お申込みください。※人気プログラムはすぐに満席になるものもあり
ます。お早めのお申込みをおすすめします。※プログラム参加費は原則、当日
受付でお支払いください。※キャンセルされる場合は、プログラム主催者に
直接ご連絡をお願いします。

【注意事項】
●
●
●
●

かさいまちあそびへの参加は事前予約制です。  ※受付は先着順に行います。
プログラムごとに申込方法が異なります。（　　　　　　　）
参加したいプログラムの予約受付方法に従い、プログラム主催者に直接申込をお願いします。
公式WEBサイトでは、プログラムの空き情報なども確認できます。

かさいまちあそびへの参加は事前予約制です。  ※受付は先着順に行います。
プログラムごとに申込方法が異なります。（　　　　　　　）
参加したいプログラムの予約受付方法に従い、プログラム主催者に直接申込をお願いします。
公式WEBサイトでは、プログラムの空き情報なども確認できます。

Web 電話メール

【参加方法】

かさいまちあそびへの参加には、事前のお申込みが必要です。

Web 電話メール

【予約開始】

9月16日（水）
１０時スタート！
9月16日（水）
１０時スタート！

  日時 案内人 申し込み方法 こども向け

公式WEBサイト
http://kanko-kasai.com/machiasobi/  　
一部プログラムは、公式Webサイトでの予約が可能です。※スマートフォンからも申し込みができ、残席数も確認できます。

プログラムの詳細は
かさいまちあそび
公式WEBページを
ご覧ください。

開催場所、
参加費などは
WEBページで
チェック　

まちあそび美人になれる

こどもが主役になれる

ここだけの絶品プログラム


