「かこむ」イベント情報

2019

秋

展示 ギ ャラ リ ー
絵 画 、 陶 芸 、 写 真 、 絵 手紙などの作品展示にご利用いただける場所です。

2019兵庫県文化賞受賞者小品展

花の輪・人の輪ーみんなの花展ー
10月5日(土)〜10月6日(日)

10:00〜17:00
(最終日10:00〜16:00)

主 催：一般財団法人小原流加 古 川 支 部

※10月20日（日）は
休館日

9:00〜17:00
(初日12:00〜、最終日〜15:00)

作品展
10月25日(金)〜10月27日(日)

主 催：加古川公民館内 土洋 会

主催：加古川市手工芸協会

第1回「かこむ」ご縁フェス

さわらび会絵画作品展

9:00〜17:00

10月28日(月)

10:00〜17:00
(初日13:00〜、最終日〜15:00)

主催：兵庫県文化賞受賞者懇話会

第11回かこむ展
10月16日(水)〜10月23日(水)

10月10日(木)〜10月15日(火)

10:00〜16:00

10月29日(火)〜11月3日(祝・日) 10:00〜17:00
(初日13:00〜、最終日〜15:00)

主 催：良いご縁の会

主催：さわらび会

アトリエパレットの仲間展

東ハリマくらし学校オープンスクール

11月4日(祝・月)~11月7日(木)

11月9日(土)〜11月10日(日)

10:00〜17:00
(初日11:00〜、最終日〜16:00)

10:00〜15:30

主催：アトリエパレット

主催：東播磨生活創造センター「かこむ」

パストラール加古川 有料老人ホーム個別相談会

おし花作品展

10:00〜15:00

11月12日(火)

11月14日(木)〜11月16日(土)

10:00〜17:00
(最終日〜16:00)

主催：パストラール加古川

主催：柳川おし花学園

木洋会の作品展

同行援護ガイドヘルパーレベルアップ研修会

11月19日(火)~11月24日(日)

10:00〜17:00
(初日12:00〜、最終日〜15:00)

加古川教室

13:30〜15:30

11月25日(月)

主催：NPO法人アイ・サポートセンター

主催：絵画木洋会

絵画作品展

作品展示
11月27日(水)〜12月1日(日)

10:00〜17:00
(初日12:00〜、最終日〜15:00)

播磨の風グループ展

12月3日(火)〜12月8日(日)

主 催：いなみ野学園 絵手紙 く ら ぶ

主催：播磨の風

水洋会(氷丘公民館絵画クラブ)絵画作品展

峻平工房の仲間たち展

12月9日(月)〜12月14日(土)

10:00〜17:00
(初日12:00〜、最終日〜15:00)

主 催：氷丘公民館絵画クラブ 水 洋 会

10:00〜17:00
(初日12:00〜、最終日〜15:00)

主催：峻平工房

東播磨生活創造センター「かこむ」

JR 加古川駅
ベルデモール

ヤマト
ヤシキ

12月16日(月)〜12月22日(日)

10:00〜17:00
(初日13:00〜、最終日〜14:00)

郵便局

りそな銀行

東播磨生活創造センター
「かこむ」

プラザホテル

ＴＥＬ：０７９−４２１−１１３６

電話 受 付 9 : 0 0 ～ 2 1 : 0 0 （日曜日・祝日は 17:30 まで）
※第 3 日曜日のみ お休み
〒675-8566 兵庫県加古川市加古川町寺家町天神木 97-1
（加古川総合庁舎内）
JR 加古川駅南口より徒歩 5 分。
※台数に制限があるため 3 時間を超えての駐車はできません。
公共交通機関でのご来館にご協力ください。

多 目 的 パ フォー マ ン ス ス ペ ー ス

たぱ す

ワークショップや交流会、コンサートやダンスなどのイベントを無料で開催すること
ができます。イベントの企画にチャレンジしたい方のご相談もお待ちしています。
※イベントは主催者や出演団体の都合により、変更や中止になる場合がございます 。
ご了承ください。

あまつどコンサートvol.25

輝け加古川みらい基金助成発表交流会/次期募集説明会

10月6日(日)

10月12日(土)

12:30〜16:00

発表・交流会 13:30〜16:00 / 次期説明会 16:15〜17:15

定員：なし
費用：無料
問い合わせ：080-4395-5219(古賀)
主催：あまちゅあ演奏家の集い

定員：なし
費用：無料
問い合わせ：078-380-3400
主催：(公財)ひょうごコミュニティ財団

想い出うたごえ広場 ※要申込

「かこむ」まちフェス

10月13日(日)

13:00〜15:00

10月19日(土)

10:00〜16:00

定員：150名
費用：1,000円
問い合わせ：079-429-6161(増田)
主催：一般社団法人 認知症ゼロの会

定員：なし
費用：300円〜(ブースにより異なる)
問い合わせ：090-8538-3390(川守)
主催：ここすぺーす

かこむ創造フェスタボランティア打ち合わせ会

大人バンド

Kanon cafe ＆ Friendsʼ live In かこむ

10月26日(土)

10月27日(日)

13:00〜15:30

14:00〜16:00

定員：なし
費用：無料
問い合わせ：079-421-1136
主催：東播磨生活創造センター「かこむ」

秋のローズフェスタ加古川2019
11月1日(金)〜11月2日(土)

10:00〜17:00
(最終日〜16:00)
定員：なし 費用：無料(一部バラ苗販売あり)
問い合わせ：090-3928-6966(高谷)
主催：加古川ばら会

オカリナとギターのしらべ
11月4日(祝・月)

14:00〜15:45

定員：なし
費用：無料
問い合わせ：090-7488-9131(柳原)
主催：アンサンブル・オカリーナ

あそびとクラフトの広場
11月18日(月)
定員：なし

10:30〜15:30
費用：100円

問い合わせ：079-421-3836(藤野)
主催：あそびとクラフトの広場

街角歌声喫茶※要申込
11月24日(日) 13:00〜15:30
定員：250名
費用：1,000円（80才以上・身体障がい者500円）
申込：ハガキに代表者の氏名・住所・電話番号(同伴者の人数と氏名)を
記入し〒675-0021 加古川市尾上町安田577-15「街角歌声喫茶」の会
明石礼子まで郵送
主催：「街角歌声喫茶」の会

定員：70名 費用：500円
問い合わせ：090-9888-8343(横山)
主催：カノンcafe

里の秋 ふれあいコンサート
11月3日(祝・日)

14:00〜16:00

定員：250名
費用：無料
問い合わせ：079-452-2807(黒石)
主催：ら・マロン

かこむ創造フェスタ

11月9日(土)〜11月10日(日) 10:00〜15:30
「かこむ」全館にて開催
定員：500名 費用：入場無料(参加費はブースにより異なる)
問い合わせ：079-421-1136
主催：東播磨生活創造センター「かこむ」

Youth Concert vol.3
11月23日(祝・土)

14:00〜16:00

定員：50名 費用：無料
問い合わせ：090-1143-1457(島﨑)
主催：高砂ぺんぎん舎

F.S.播磨西高等学院 加古川校
11月30日(土)

10:00〜14:00

定員：150名 費用：模擬店のみ有料
問い合わせ：079-422-0549(前岡)
主催：F.S.播磨西高等学院 加古川校

あまつど増刊号vol.4

15周年記念コンサート

12月1日(日)

12月7日(土)

13:00〜16:00

全国大会壮行会

14:00〜16:00

定員：なし
費用：無料
問い合わせ：080-4395-5219(古賀)
主催：あまちゅあ演奏家の集い

定員：60名
費用：無料
問い合わせ：079-423-0779(福田)
主催：加古川ギターアンサンブル

「かこむ」まちフェスXmas

こころ豊かな美しい東播磨をめざす実践推進大会

定員：なし
費用：300円〜(ブースにより異なる)
問い合わせ：090-8538-3390(川守)
主催：ここすぺーす

12月14日(土) 13:30〜16:00
定員：なし
費用：無料
問い合わせ：079-421-9102(山地)
主催：こころ豊かな美しい東播磨推進会議・
東播磨青少年本部・兵庫県東播磨県民局

うさぴょんずの英語で子供サミットミーティング※要申込

陣屋音自由人

12月8日(日)

12月21日(土)

10:00〜16:00

11:00〜12:00

定員：20名 費用：無料
問い合わせ：090-6375-0929(西海)
主催：Kid's英会話うさぴょんず

12月22日(日)

定員：なし

vol．29

1部 10:30〜12:00

費用：無料

問い合わせ：050-5436-5689(辻元)
主催：陣屋音自由人

２部 13:30〜15:00

