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講座・イベント

地域交流センターからのお知らせ
参加費はすべて無料。
■女性のための健康講座
「ボディ・ペルヴィック・メイク」
ボディ（体）とペルヴィック（骨盤）
を一緒に整えます。ヒップや内もも
などの筋肉を整え、骨盤低筋群など
での女性特有の悩みを解消します。
日時：3/8（木）、22（木）、29（木）
10:30 ～ 11:30
講師：竹内佳津子（インストラクター）
対象：20 歳以上
定員：20 名（子連れ参加も可能）
主催：自治参画課
■はじめようキッズヒップホップ講座
子ども向けダンス教室。全 3 回。
日時：3/9（金）、23（金）、30（金）
18:45 ～ 19:45
対象：5 歳～小学生
主催：登録団体 Do-it
■ひょうたん駒の会展示会
ひょうたん芸術愛好家グループによ
る作品展を開催します。
日時：3/7（水）～ 11（日）
9:00 ～ 17:00
■体験教室
①自分だけのオリジナルひょうたんづくり
ひょうたんに絵付けを行います。作
成時間は30分～1時間。先着300名。
日時：3/10（土）午前の部 10:00 ～
12:00、午後の部 13:00 ～ 15:00
②ひょうたん栽培教室
栽培から加工までを簡単に説明しま
す。希望者には「種」もプレゼント。
日時：3/7（水）～ 10（土）
9:00 ～ 17:00
※①②の希望者は当日交流プラザの
受付でお申し込みください。
主催：登録団体ひょうたん駒の会
■第 8 回かな書道会展
日程：3/23（金）～ 25（日）
主催：登録団体加西かな書道会

上記開催場所：アスティアかさい 3
階地域交流センター
上記問合先：自治参画課☎42 0099
nehimehall@nehime-net.jp　講座は
電話かEメールで事前予約してください。
（受付は平日 9:00 ～ 17:00）

北部公民館
登録グループ体験教室
登録グループの活動を気軽に体験で
きます。
■北部歌謡教室
おなかから、声を出して歌うことで
心身ともに健康になります。
一度、正しい発声や歌唱指導を受けて
本格的に歌に取り組んでみましょう。
日時：4/2（月）10:00 ～ 12:00
場所：北部公民館視聴覚室
参加費：無料
問合先：北部公民館☎45 0103

寄せ植え講習会と
花と緑の相談会
日時：3/25（日）10:00 ～ 15:00
※雨天の場合も開催いたします
場所：丸山総合公園管理棟※暖かい
服装でご参加ください。
参加費：無料※材料費は別途必要で
す。
持ち物：鉢（当日購入可）、軍手、
移植ごて、エプロンなど
申込先：加西勤労者体育センター
☎47 1420 ※水曜休館

平成 24 年度盲ろう者向け通
訳・介助員養成講座
視覚と聴覚の両方に障害を持ってい
る方とのコミュニケーション方法を
学びます。初心者向け入門講座です。
日時：5/19 ～ 6/30、9/1 ～ 29 の間
の 6/16 と 9/22 を除く毎週土曜日
10 日間。10:00 ～ 15:00
場所：コミュニティセンターおの
（小野市王子町 806-1）
内容：指点字、触読手話、手書き、ノー
トテイク、ガイドヘルプ等
参加費：無料（教材費 3,000 円）
定員：40 名
申込：住所・氏名（ふりがな）・年齢・
性別・職業・電話・FAX・手話通訳（要・
不要）を記入の上、FAX か郵送でお
申し込みください。
申込締切：4/27（金）必着
申込先：〒 657-0823 神戸市灘区岸
地通 1-1-1 灘区民ホール 2 階兵庫県
聴覚障害者情報センター盲ろう者向
け通訳・介助員養成講座係
℻ 078-805-4192、☎ 078-805-4175
（木・日曜祝日を除く 9:00 ～ 18:00）

みんなの福祉フェスタ 2012
■やすらぎ えがお あふれるまちへ
障害のあるなしにかかわらず、すべ
ての人にやさしい加西市を目指して
開催します。コンサートや授産製
品、お菓子のバザー等のイベントが
盛りだくさん。書家・上山光広さん
も来場します。
日時：3/18 日（日）10:30 ～ 15:00
場所：アスティアかさい 3 階地域交
流センター
プログラム：終日、障害者施設・特
別支援学校などの活動紹介、手作り
製品販売
13:00 ～ 14:30 ／「オンリーゆうコ
ンサート」浦野兄弟と盲導犬テラ・
ファニーおばさん &オンリーゆうバ
ンド
問合先：加西市障害者（児）相談支
援センターやすらぎ☎42 6708
（平日 8:30 ～ 17:15）

市民会館からのお知らせ
■桂米朝一門会加西寄席

日時：3/11（日）
14:00 開演
場所：市民会館文化
ホール
入場料：全席指定 3,500
円　チケット発売中

※当日 500 円増、友の会会員 10%引
チケット発売先：市民会館ほか
■春季講座受講生募集中
フラワーアレンジメント、陳式太極
拳、パステル和アート、メイクセラ
ピー、ウクレレ、ウエーブストレッチ、
楽しいキッズダンス、フリースタイ
ルジャズダンス、ヨガ健康体操、ア
ロマストレッチ、自力整体教室、ハ
ワイアンフラ、バランスボールで骨
盤ダイエット、ロシア派バレエ（新規）
など。
開催日時、受講料など詳しくは募集
チラシ、窓口または下記までお問い
合わせください。

問合先：市民会館☎43 0160

鶉野飛行場に残る
戦争遺産ハイキング
鶉野町周辺に残る太平洋戦争時の海
軍航空隊基地。周辺にいまなお点在
する当時の滑走路や防空壕など多く
の戦争遺産を、鶉野平和祈念保存会
の戦史担当者の案内で見学します。
日時：3/11（日）9:00 ～ 12:30（少
雨決行）
集合：北条鉄道法華口駅
行き先：鶉野飛行場跡地など（約 5
㎞）
参加費：300 円（保険代等）
申込先：観光案内所☎42 8823

ふるさと再発見ハイキング
■玉丘古墳群と埋蔵文化財　　　
播磨国風土記に登
場する玉丘古墳周
辺には多くの古墳
が点在します。担
当職員の案内で古
墳と埋蔵文化財整
理室を見学します。
日時：3/24（土）9:30 ～ 12:30
（少雨決行）
集合：加西市役所駐車場南バス停
行き先：玉丘史跡公園など（約 3㎞）
参加費：300 円 ( 保険代等）
申込先：観光案内所☎42 8823

創立 30周年記念  加西児童合
唱団さるびあっ子定期演奏会
30 周年を記念した演奏会。「わらべ
うた」や卒団生と共に「夢のふるさ
と～私たちのまち加西をたたえる歌
～」を披露します。
日時：3/17（土）13:30 開演
場所：市民会館文化ホール
賛助出演：混声合唱団ヴォルケ、ブ
ラックガム、加古川市立平荘小学校
和太鼓クラブ
問合先：さるびあっ子（前田）
☎42 0980

発酵器を使って
「麹をつくってみましょう」
伝統食材である麹のつくり方と活用
法を学ぶ 2 日間。両日とも参加でき
る方を優先します。
日時：いずれも 9:00 ～ 12:00
3/27（火）「発酵器講習と麹づくり」
3/28（水）「麹の効用と料理講習」
場所：南部公民館　　　
参加費：1 日 900 円 （受講料含）
定員：15 名（多数の場合抽選）
問合先：南部公民館☎49 0041

点字講習会
点訳ボランティア養成講座で、視覚
障害者への理解を深めましょう。
日時：3/26（月）～ 30（金）
5 回コース 13:30 ～ 15:30
場所：加西市健康福祉会館 1 階ふれ
あいの間 3
主催：加西点字教室
対象者：中学生以上※市内外不問
定員：10 名※先着順
参加費：無料
申込方法：3/21（水）までに電話・
FAX で下記にお申し込みください。
問合先：加西市社会福祉協議会
☎43 8133　℻42 6658

　国民年金制度には、学生で前年所得が基準額以下の人を対象に、手続きをして承認されると、保険料を納めることが
猶予される「学生納付特例制度」があります。学生納付特例制度をご希望の方は、忘れずに手続きをしましょう。
※平成 23 年度分の学生納付特例申請受付は、24 年 5月 1日（火）までですのでご注意ください。

■対象者
　大学（大学院）・短大・高等学校・高等専門学校・専
修学校・各種学校などに在籍する学生（各種学校の場合、
修業年限が 1年以上であることが必要です）
■所得の基準額
　学生本人の前年所得が 118 万円以下（扶養親族等がい
る場合は、その数に応じて加算されます）

【問合先】　市民課年金担当☎428722　℻438045　shimin@city.kasai.lg.jp

国民年金「学生納付特例」を忘れずに手続きしてください

■手続きに必要な物
　学生証または在学証明書（平成 23 年 4月以降の在学
期間がわかるもの）、年金手帳、印鑑
※会社等を退職し学生になられた方
は、雇用保険被保険者離職票が必要
です。

加西市コミュニティバスなどのルート・ダイヤを再編
　市街地へのアクセスや利便性向上を目的に、加西市コ
ミュニティバスのルート・ダイヤ再編と、西在田・在田
地区で運行中の「はっぴーバス」のダイヤ改正を4月2
日（月）から行います。
　新しい時刻表などは、広報かさい4月号と共に配付し
ます。　　　　　　　　問合先／経営戦略室☎428700

玉丘古墳


