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講座・イベント

国民年金保険料の免除・納付猶予

■国民年金保険料の免除・納付猶予の申請受付を開始 ■免除・納付猶予の種類と保険料納付額

区　　分 保険料月額 所得審査の対象

免除制度

全額免除 0 円

本人・配偶者・
世帯主

3/4 免除 4,120 円

半額免除 8,250 円

1/4 免除 12,370 円

納付猶予制度（50 歳未満） 0 円 本人・配偶者

■申請場所／市役所１階③番国民年金窓口
　　　　　　加古川年金事務所
■必要な物／年金手帳または基礎年金番号通知書、印鑑
※失業が理由の場合は「雇用保険受給資格証」または「雇
用保険被保険者離職票」の写しを持参してくだい。
■対象となる保険料／平成 29 年 7 月～ 30 年 6 月分
※過去の期間は、申請書が受理された月から 2 年 1 カ
月前の月分まで遡って免除申請をすることができます。

　収入の減少や失業などにより国民年金保険料を納付す
ることが困難な場合は、申請により保険料の納付が免除
または猶予される制度があります。
　これまで、保険料が免除（全額・一部）または納付猶
予になっていた方も、7 月分以降の免除を希望する場合
は、あらためて申請が必要です。
　ただし、全額免除または納付猶予の承認を受け、過去
に免除の継続を希望された方は、申請の必要はなく、日
本年金機構から平成 29 年度の審査結果が送付されます

（失業等の理由で特例により承認された方や一部免除に
該当された方は、継続の対象外）。なお、前年の所得を
基準とするため、無収入の場合でも申告が必要です。
　未納のまま放置されると、将来の老齢年金や、いざと
いうときに障害年金や遺族年金を受け取ることができな
い場合がありますので、納付が困難な場合は必ず手続き
をしてください。

問合先／市民課☎42-8722
　　　　加古川年金事務所☎079-427-4740

被災地支援「ハチドリまつり」
当日集めた募金と出店の売上の一部
を被災地支援ボランティアの活動資
金として寄付します。
日時：7/16（日）15:00 ～ 19:00
場所：日吉神社（池上町）
問合先：ハチドリまつり実行委員会

（阿部）☎ 090-1593-2195

市民会館からのお知らせ
■映画「超高速！参勤交代リターンズ」

「金なし！人なし！時間なし！おま
けに帰る城もなし !?」弱小貧乏藩の
奇想天外な作戦が再び幕を開ける。
日時：8/11（金・祝）① 10:30 ～
② 13:30 ～  ※開場は各回 30 分前
入場料（当日券）：700 円（800 円）
ペア 1,200 円（1,400 円）
※小学生以上有料。未就学児で座席
が必要な場合は有料（膝上は 1 人
のみ無料）。全席指定。
■公演「アキラボーイとタヌキチく
んのデジタルショー」
日時：8/27（日）① 10:30 ～
② 13:00 ～  ※開場は各回 30 分前
入場料：500 円　※ 3 歳以上有料。
2 歳以下で座席が必要な場合は有料

（膝上は 1 人のみ無料）。全席指定。
場所・問合先：市民会館☎ 43-0160

出前講座
■悪質商法や詐欺って、どんな風に
引っかかるのか ?!
平成 27 年は被害総額が全国で 6.1
兆円と推計されるくらい、悪質商法
に引っかかる被害者が後を絶ちませ
ん。加西市でも、架空投資詐欺で多
額の被害がありました。「どんな風
に騙されるのか」「どんな言葉で誘
われるのか」など、だまされないた
めのポイントを学びましょう。お近
くまで出向き、楽しくわかりやすく
お話しします。
対象：市内に在住・在勤 ･ 在学する
おおむね 10 人以上の団体やグルー
プ※サークルや会社、学校なども可
講師：市消費生活相談員と市職員
講座時間：1 時間程度
費用：無料
申込：希望日時の 1 カ月以上前に
申し込みください。
※業務などの関係でご希望に添えな
い場合もあります。
申込先：ふるさと創造課☎ 42-8706

なつのゆうべ
市内外国人の皆さんとの夏祭り。そ
うめん流しやお猪口の手作り体験も
できます。
日時：7/16（日）16:00 ～ 18:00
場所：善防公民館
対象：誰でも可（小学生以下は保護
者同伴）
定員：先着 50 人
参加費：500 円（小学生以下 250 円）
※会員・外国人は 300 円
申込先：NPO 法人ねひめカレッジ

（国際交流協会）☎ 080-4705-7122
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「運動普及員養成講座」＆
 「自主活動応援教室」

■運動普及員養成講座
簡単な脳トレ運動
などを覚えて、運
動の普及に携わっ
てみませんか。
日時：7/26（水）13:30 ～ 14:30
■自主活動応援教室
簡単なストレッチ、筋力トレーニン
グ、脳トレを覚えて、地域などの自
主活動で実践しませんか。
日時：8/16（水）13:30 ～ 14:30

場所：健康福祉会館
定員：先着 20 人
参加費：無料
持ち物：上履き、飲み物、汗ふきタ
オル、筆記用具
申込先：健康福祉会館☎ 42-6700

男女共同参画セミナー
■その 1【女性講座】「パーソナル
カラーで夏のおしゃれをグレード
アップ！」（個別ミニ診断つき）
パーソナルカラー（本当に似合う
色）は、驚くほど肌をキラキラ輝か
せ若々しく見せてくれます。あなた
の眠っている魅力を引き出せば、印
象度アップにつながります。
日時：7/30（日）10:30 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3 階グルー
プ活動室
講師：上野ゆみ子さん（カラー＆イ
メージコンサルタント）
定員：先着 8 人（女性）
参加費：500 円
※薄化粧でお越しください。
■その 2【男性講座】「パパといっ
しょにからだづくり」
体幹・バランス感覚を鍛えるからだ
遊びを通じて、パパも子育て参加。
子どもの笑顔を見てパパも笑顔に。
日時：8/5（土）10:00 ～ 11:00
場所：アスティアかさい 3 階ライ
トスポーツスタジオ
講師：市健康課運動指導員
対象：2、3 歳児とその父親
定員：先着 8 組　　参加費：無料
持ち物：タオル、飲み物
申込先：ふるさと創造課☎ 42-8706

真夏の自然観察イベント
 九会地区ふるさと創造会議

■真夏の星座観察会「土星の輪と木
星の衛星を天体望遠鏡で」
日時：8/10（木）、11（祝）
19:00 ～ 20:30 ※雨天等でどちらか
が開催できない場合は 12 日に延期
場所：鶉野飛行場跡平和祈念碑前
参加費：無料
■真夏のあびき湿原観察会「真っ白
なサギソウが一面に !!」
日時：8/11（祝）9:00 ～ 11:30
集合場所：南網引町公会堂
参加費：300 円（中学生以下無料）
※どちらも予約不要
問合先：九会地区ふるさと創造会議

（板井）☎ 090-5670-3490

第32回加西市民音楽祭
 参加者募集

日時：11/3（金）14:00 ～
場所：市民会館文化ホール
内容：歌（独唱・合唱）、器楽
募集人（団体）数：先着 3 団体
参加資格：市内在住の個人または団
体（団体は構成員の半数以上が市内
在住または在勤のこと）
参加費：個人 5,000 円
団体 10,000 円　※学生無料
募集期間：7/31（月）まで
申込先：加西市音楽協会事務局

（衣笠）☎ 42-0401

兵庫芸術文化センター管弦
 楽団・加西公演

日時：9/20（水）19:00 ～
場所：市民会館文化ホール
出演：佐渡裕さん（指揮）、兵庫芸
術文化センター管弦楽団※佐渡さん
から、市内中学・北条高校の吹奏楽
部員に指導をしていただきます。
入場料（全席指定）：S 席 6,000 円
A 席 4,000 円※未就学児入場不可
チケット発売日：7/1（土）
チケット販売場所：市民会館☎ 43-
0160　㈱北条楽器☎ 42-0697
問合先：明日来の会☎ 44-3965

図書館「夏休みキッズイベント」
■親子で楽しもうキッズ工作「トコトコどうぶつを作
ろう」～ぐるぐる巻いて床に置くと、どうぶつがトコト
コ歩き出すよ！いろいろなどうぶつを作ってみよう～
日時：7/22（土）10:30 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3 階集会室　対象：小学生と親　定員：先着 20 組
■図書館お仕事体験
　～本の貸出や返却、整理など…。一度体験してみませんか？～
日時：7/30（日）① 10:10 ～ 12:30　② 14:10 ～ 16:30
場所：図書館　　対象：小学 5 ～ 6 年生　　定員：各回先着 3 人
■おもしろ科学体験「スライムとスーパーボールを作ろう！」
日時：8/5（土）14:30 ～ 16:30　場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：小坂卓司先生　　対象：小学生　　定員：先着 28 人

参加費：無料　　申込：図書館カウンターで申し込みください。
募集期間：7/8（土）10:00 ～　　問合先：図書館☎ 42-3722

第 43 回加西市美術家協会展
会員46人の日本画・洋画・写真・書道・
工芸作品を展示します。入場無料。
日時：7/24（月）～ 30（日）
10:00 ～ 17:00 ※ 30 日は 16 時まで
場所：アスティアかさい 3 階交流
プラザ
問合先：同協会（高倉）☎ 42-0093


