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家族みんなで、計画的に
　夏休みをすごしましょう

平和祈念講話会・上映会・平和展平和祈念講話会・上映会・平和展

夏休み子どもチャレンジ教室夏休み子どもチャレンジ教室  播磨町・朝来市交流事業  播磨町・朝来市交流事業

 ▶問合せ　企画グループ　☎０７９（４３５）０３５６ 

 ▶問合せ　NPO法人スポーツクラブ21はりま　☎０７９（４３７）２２０１
０７９（４３７）３３８２

　戦争の恐ろしさや、悲惨さ、そして平和の尊さを考えていただくために講話会や上映会などを開催します。
　この機会に平和について考えてみませんか。事前の申し込みは、不要です。当日、直接会場にお越しください。

　初日は朝来市の子どもたちを播磨町に迎え、アサヒ飲料工場見学、江井ヶ島海岸
散策、キャンプファイア、宿泊生活などを通して交流を深めます。翌日は朝来市に
向かい、内水面漁業センター見学、淡水魚のつかみ取りなど朝来市の自然にふれあ
い、夏休みのすばらしい思い出と新しいお友達をたくさんつくりましょう。
※宿泊は明石市立少年自然の家

●平和祈念講話会
▶日時　8月1日（金）10：00～11：45
▶場所　中央公民館　大ホール
▶内容
・語り部による戦争体験講話
・記録映像の上映
●平和上映会「はとよひろしまの空よ」
　主人公の小鳩が家族と、かわいがってくれた飼い
主の少年を原爆で亡くし、焼け野原となった町を必
死で生き抜こうとする姿を通して、命とは、平和と
は何かを問いかけた作品です。
▶日時　8月10日（日）、15日（金）
　　　　14：00～15：00
▶場所　図書館　視聴覚室

●平和展
　広島・長崎の原爆について広島平和記念資料館か
らお借りした貴重な資料を展示します。
▶期間　8月5日（火）～17日（日）
▶場所　2会場同時開催です
中央公民館　ロビー、図書館2階　ロビー

▶日程　7月23日（水）9：00～24日（木）17：00
▶場所　中央公民館　ほか
▶費用　1,500円

▶内容　防災に関する
体験と学習
・段ボールの家づくり
・非常食による食事
・ 火災発生時の避難訓
練

・ 災害時の救助活動訓
練 など

▶対象　小学校5・6年生
▶定員　20人
▶募集条件　体力的に1泊2日のキャンプ全課程を終

了できる見込みがある者。集団生活の規則及び指導
者の指示などを守ることができる者
▶締切日　7月8日（火）17：00
▶申込方法　所定の申込書により、FAXか郵送また
は直接申し込んでください
※申し込み締め切り後、申込者の保護者に対して説
明会を開催します。説明会に欠席されるとキャンプ
には参加できません。
●説明会
▶日時　7月10日（木）19：00
▶場所　中央公民館
※申し込みが募集人員を超えている場合は、説明会
で抽選をします。

▶日時　7月22日（火）
～23日（水） 1泊2日
▶対象　町内在住の小
学3・4年生
▶募集人数　25人

応募多数の場合は抽選を行い7月12日（土）までに
申込者に連絡します。
※公開抽選は7月8日（火）午後4時から、総合体育
館で行います。
▶費用　4,000円

▶申込み　所定の用紙に住所・氏名・電話番号・生年
月日・学校名・学年および保護者氏名を記入して、郵
送または、直接スポーツクラブ21はりまにお申し込み
ください
▶締切日　7月1日（火）
●参加者説明会
▶日時　7月15日（火）18：30
▶場所　総合体育館
※必ず参加者と保護者が一緒に出席してください。
※参加者説明会で参加費用を徴収します。
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子ども防災体験キャンプ参加者募集子ども防災体験キャンプ参加者募集
 ▶問合せ　生涯学習グループ　☎０７９（４３５）０５６５

０７９（４３７）４１９３

郷土資料館のチョー人気  郷土資料館のチョー人気  オポナカムラ夏休み教室オポナカムラ夏休み教室
 ▶問合せ　郷土資料館　☎０７９（４３５）５０００ 

　▶申込み　事前の申し込みが必要です。先着順で定員になり次第締め切ります。
　郷土資料館窓口で直接、または電話でお申し込みください。

教室名 開催日時 対象・定員【費用など】
水鉄砲をつくろう(半日)
竹を切って水鉄砲を作った後は、風船などの的あてをし
て遊びます

７月19日(土)　13：00～15：30
小学生以上（低学年は
親子で参加）20人
【100円】

藍の生葉で古代染め(半日)
藍の葉っぱをたたいてＴシャツやテーブルクロスに模様
をつけたり、葉っぱの汁でシルクをスカイブルーに染め
てすてきなショールを作ります

7月21日(祝)　13：30～15：30
15人
【500円～1,500円、
Ｔシャツ持参】

弥生のはた織りに挑戦(２日間)
弥生時代のはた織り機で、弥生人になりきって布を織り
アクセサリーを作ります

７月26日(土)、27日(日)
10：00～16：00

小学３年生以上15人
【500円】

竪穴住居に泊まる古代生活体験(１泊２日)
火おこし大会や食材獲得ゲームで取った材料で夕食を作
ります。夜は目隠しをして大中遺跡を散策し、自然の声
を聞いたあとは竪穴住居に泊まって寝ます。晴れていれ
ば流れ星がみえるので、忘れられない体験となること間
違いなし！

８月１日(金)　  9：30～
　　２日(土)　12：00

小学5・６年生20人
【1,500円】

まが玉でペンダントをつくろう(半日)
形や大きさの違うかわいいまが玉と竹を組み合わせて、
オリジナルのまが玉ペンダントを作ります

８月3日(日)　13：00～15：00 15人
【320円】

古代窯で古代土器を焼こう(３日間)
２㎏の粘土で土器や埴輪を作り、古代窯で焼きます。み
んなで窯も造るので、でき上がった土器は本物そっくり
です

土器づくり　
8月9日(土)、10日(日)
　いずれか１日　10：00～16：00
窯づくり・窯たき　８月23日(土)
窯出し　８月24日(日) 

各日20人
【550円】

ミニ竪穴住居をつくろう(２日間)
竪穴住居の構造を学習し、自然の木を使って1/20の小さ
な竪穴住居を作ります

８月７日(木)、８日(金)
10：00～16：00

10人
【300円】

古代文様のＴシャツをつくろう(１日)
かわらや土器の文様、自然の葉っぱを墨で写し取ってオ
リジナルＴシャツを作ります

８月17日(日)　10：00～16：00 15人
【300円、Ｔシャツ持参】

八枚羽かざぐるまを作ろう(半日)
折り紙を重ねて八枚羽のかざぐるまを作ります。持つと
ころは広告で作るので、折り紙の色の組み合わせと広告
の色で、オリジナルのかざぐるまが出来上がります

８月30日(土)　10：00～12：00 20人【無料】
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▶申込方法
（１） 町立幼稚園・小学校の園児児童は、学校園から配布する「サマーセミナー」用紙を学校園に提出してく

ださい
（２）学校教育グループでも申し込みを受け付けます。申込用紙がありますのでご利用ください
（３） ⑭を希望される中学生以上の方は、電話での申し込みも受け付けます（その際に、希望の級をお知らせ

ください）
▶締切日　7月4日(金）必着　※定員を超えた申し込みがあった場合、7月7日(月）に抽選し、7月11日(金）
までに学校園を通じて結果をご連絡します。（町立幼稚園、小学校以外の園児児童には、直接連絡します）

番
号 講座名・内容 日時・場所 対象・定員 費用・持ち物 指導者

① 子ども料理教室 ①
メニュー〔巻きずし、すまし汁〕

7月22日（火）
9：30～12：30
中央公民館

小学校5・6年生
20人

材料費350円、
エプロン、三角
巾、ふきん2枚

・栄養教諭
・給食調理員

② 子ども料理教室 ②
メニュー〔ちらしずし、すまし汁〕

7月23日（水）
9：30～12：30
野添コミセン

小学校5・6年生
20人

③ 子ども料理教室 ③
メニュー〔夏野菜の天ぷら、うどん〕

7月24日（木）
9：30～12：30
西部コミセン

小学校5・6年生
20人

④
子ども料理教室 ④
メニュー〔焼きビーフン、中華スー
プ〕

7月25日（金）
9：30～12：30
南部コミセン

小学校5・6年生
20人

⑤ 子ども英語教室（小1）
あいさつ・歌・ゲームなど

7月22日（火）
9：00～9：45
中央公民館（第2研修室）

小学校1年生
30人

無料 外国人講師
（㈱インタラッ
ク）

⑥ 子ども英語教室（小2）
あいさつ・歌・ゲームなど

7月22日（火）
10：00～10：45
中央公民館（第2研修室）

小学校2年生
30人

⑦ 子ども英語教室（園児）
あいさつ・歌・ゲームなど

7月22日（火）
11：00～11：45
中央公民館（第2研修室）

5歳児園児
30人

⑧ 子ども英語教室（小1）
あいさつ・歌・ゲームなど

7月24日（木）
9：00～9：45
中央公民館（第2研修室）

小学校1年生
30人

⑨ 子ども英語教室（小2）
あいさつ・歌・ゲームなど

7月24日（木）
10：00～10：45
中央公民館（第2研修室）

小学校2年生
30人

⑩ 子ども英語教室（園児）
あいさつ・歌・ゲームなど

7月24日（木）
11：00～11：45
中央公民館（第2研修室）

5歳児園児
30人

⑪ 子ども英語教室（園児）
あいさつ・歌・ゲームなど

7月25日（金）
11：30～12：15
中央公民館（第2研修室）

5歳児園児
30人

⑫

親子理科教室－楽しい実験と
おもしろ～いペットボトル工作－
3～4年生の理科の学習内容ですが、1～
2年生や5～6年生、大人も楽しめる実験
と工作です（水や空気を使った内容）

7月31日（木）
9：00～11：30
中央公民館（実習室）

小学校と保護者
（※必ず親子で参加）
24組
※右記のペットボトル
を持参できる方

材料費250円、
ペットボトル  
5本（※欄外参
照）、はさみ、タ
オル、ぞうきん

斎藤 賢之輔
（バンドー神戸
青少年科学館サ
イエンスコーデ
ィネーター）

⑬
小学生のためのロボット教室
ロボットのお話、ロボット（模型自動
車）の組み立て、ロボットを動かして
みよう

8月7日（木）
9：30～12：00
中央公民館（大ホール）

小学校4～6年生
30人
（保護者が参加する場
合は小学校1～3年生も
可）

無料
（組み立てた模
型自動車は回収
します）

森山 潤
（兵庫教育大学
大学院教授）

⑭ 日本語検定チャレンジ教室
日本語検定の練習問題

8月1日（金）
10：00～11：30
中央公民館（第2研修室）

小学生～大人まで
（定員なし） 無料 教育委員会

いきいきセンターの夏！いきいきセンターの夏！「夏休みイベント情報」「夏休みイベント情報」教育委員会の教育委員会の「播磨町子どもサマーセミナー」「播磨町子どもサマーセミナー」
 ▶申込み・問合せ　播磨町健康いきいきセンター　☎０７９（４３５）５５７８  ▶問合せ　学校教育グループ　☎０７９（４３５）０５４５ 

コース、日程 時間 定員 費用（税別）
① 7月21日（月）～25日（金）

5日間 8：30～9：30 40人 5,000円
② 7月28日（月）～8月1日（金）
③ 8月 4日（月）～ 8日（金）
④ 8月18日（月）～22日（金）
⑤ 8月25日（月）～29日（金）
⑥ 7月19日（土）、26日（土）、8月2日（土） 

3日間 8：30～9：30

20人

3,000円
⑦ 7月20日（日）、27日（日）、8月3日（日） 30人
⑧ 8月16日（土）、23日（土）、30日（土） 20人
⑨ 8月17日（日）、24日（日）、31日（日） 30人

●夏休み短期水泳教室
　自分にあったレベルで楽しく練習しよう！申し込み受け付け中です。
▶対象　年中～小学生

●いきいきサマースクール
　初登場！いきいきセンターのサマースクール！宿題
を教えてもらって、クラフトやゲームを楽しもう！
▶開催日時　7月22日（火）、27日（日）、29日（火）、
8月3日（日）　10：00～14：00
▶対象　小学生　　▶定員　各日30人
▶費用　1,300円（税別）／1回
▶申込開始日　7月6日（日）10：30～

●いきいきびわ湖夏キャンプ
　湖水浴、カナディアンカヌー、湖岸探険、キャン
プファイア、野外料理、楽しいこと山盛り。夏休み
の思い出作りに出掛けよう！
▶日程　8月17日（日）～18日（月）　1泊2日
▶場所　びわ湖青少年の家
▶対象　小学生　　▶定員　30人
▶費用　15,000円（税別）
▶申込開始日　7月6日（日）10：30～

※次の形状のペットボトルを
キャップのある状態で5本用意
してください。
① 表面にでこぼこのない無色
透明の円筒形ペットボトル

　・　・250～300ml………1本
　・　・500ml………………1本
　・　・1.5～2ℓ……………2本
② お茶などに使われる四角い
形のペットボトル

　・　・350ml………………1本

地域連携交流施設 地域連携交流施設 「魔法の鉢作り」「魔法の鉢作り」
 ▶問合せ　地域連携交流施設　☎０７９（４３７）０１４１ 

　新聞紙とセメントで作る自分だけのオリジナル植木鉢作り！
親子で一緒に作ってみませんか？
▶日時　8月3日（日）13：00～15：00
▶費用　300円　　
▶定員　30人
※小学3年生以下は、保護者同伴でご参加ください。

地域交流手作り会地域交流手作り会「竹水鉄砲づくり」「竹水鉄砲づくり」
 ▶問合せ　南部子育て支援センター　☎０７９（４３７）４１８８ 

　天然の竹を使って、地域の方々と一緒に水鉄砲を
作って遊びませんか。
▶日時　8月25日（月）10：00～11：30
▶場所　南部子育て支援センター
▶対象　小学生（保護者同伴であれば就学前の子ども

でも可）
▶定員　先着20人　　▶費用　100円
▶申込み　7月1日（火）午前9時から受け付けま
す。費用を添えて南部子育て支援センターに申し込
んでください
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　夏休みの宿題（工作）を助けてくれるスタッフがここにいます！
　いろんなモノ作りにチャレンジしてみよう。大人の方の参加も大
歓迎です。
▶対象　播磨町または稲美町に在住の小学生以上の方（1～3年生
は、保護者同伴）
▶受付開始日時　７月7日（月）午前8時30分から電話で申し込み
を受け付けます
※播磨町、稲美町以外の方の申し込みは、7月14日（月）より受け
付けします。（播磨町、稲美町以外の方は、費用が2割増になります）
※受付開始日の午前中は、電話が集中しつながりにくくなりますの
でご了承ください。
※それぞれ定員になり次第申し込みの受け付けを終了します。
※予約は、一家族につき２日までとさせていただきます。

コース名 日 程 時 間 定 員 費用

①
オリジナル風鈴作り　大人気の風鈴の絵付けです。涼し
い音色が人気を呼んでいます。何を描くかデザインや絵
などを考えておいてください

7月31日（木）、8月1
日（金）、14日（木）、
15日（金）、28日
（木）、29日（金）

 9：30～12：00 10人
300円

13：30～16：00 10人

②
ペットボトル工作　ペットボトルを利用して貯金箱など
を作ります
【持ってくる物】　500mlペットボトル　2本

7月30日（水）、8月
20日（水）、28日
（木）

 9：30～12：00 15人 100円

③
紙すき はがき＆万華鏡作り　牛乳パックを利用した紙す
きではがきと万華鏡を作ります
【持ってくる物】　バスタオル　１枚

7月23日（水）、8月6
日（水）、27日（水）  9：30～12：00 15人 300円

④
ガラス製貯金箱作り　ガラスで作った貯金箱に絵付けを
します。こわしたくない人はお金が貯まるかも。何を描
くかデザインや絵などを考えておいてください

7月24日（木）、25日
（金）、8月7日（木）、
8日（金）、22日（金）

 9：30～12：00 10人
300円

13：30～16：00 10人

⑤

ガラスのリメイク
▶対象　小学校４年生以上
熱で柔らかくしたガラスびんを加工し、オリジナルグラ
スを作ります
※作品は後日の引き渡しとなります。

7月12日（土）、13
日（日）（申し込み受
付中）8月2日（土）、
3日（日）

 9：30～10：40 ２人

500円
10：50～12：00 ２人
13：30～14：40 ２人

14：50～16：00 ２人

⑥ ガラス製写真たて　板ガラスに模様をつけて、素敵な写
真たてを作ります　※作品は後日の引き渡しとなります。

7月19日（土）、20日
（日）

 9：30～12：00 ８人
300円

13：30～16：00 ８人

⑦
ガラス製ぶんちん作り（サンドブラスト）
ガラスのぶんちんに砂を吹き付け加工し、自分だけのぶ
んちんを作ります　※カッターナイフを使います。

8月16日（土）、17日
（日）

 9：30～12：00
8人 500円

13：30～16：00

⑧

古布でリフォーム　布切れを使って、ラップホルダーを
作ります
【持ってくる物】　古布（約50㎝×50㎝）、裁縫道具、
2ℓのペットボトル1本

7月31日（木）  9：30～12：00 10人 100円

⑨
判子作り（サンドブラスト）　ガラスの判子に砂を吹き
つけ加工し、自分の名前や好きな模様をつけた判子を作
ります　※カッターナイフを使います。

8月9日（土）、10日
（日）、23日（土）、
24日（日）、30日
（土）※8月9日は
午前のみ開催。

 9：30～12：00 8人
300円

13：30～16：00 8人

⑩
牛乳パック工作　牛乳パックから椅子を作ります
【持ってくる物】　牛乳パック数個、着古したTシャツS
サイズ２枚と古布２枚（約50㎝×50㎝）

7月26日（土）、8月9
日（土） 13：30～16：00 10人 100円

⑪

ガラス製時計作り　板ガラスに模様をつけて、自分だけ
の時計を作ります　※作品は後日の引き渡しとなります
【持ってくる物】　白い紙にデザインや絵などを描いて
おいてください（約15㎝×15㎝）

7月26日（土）、27日
（日）

 9：30～12：00 ８人
500円

13：30～16：00 ８人

⑫
ペーパークラフト作り　再生紙を使って手編みのカゴを
作ります
【持ってくる物】洗濯バサミ（小）10個

7月25日（金）、
30日（水）、8月6日
（水）、20日（水）

 9：30～12：00 10人 300円

　平成26年度後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月10日頃送付します。
　後期高齢者医療制度では、被保険者お一人おひとりに保険料をお支払いいただきます。

●保険料の計算方法

※ 総所得金額等とは収入額から控除額を引いた金額です。（ここでいう控除額とは、公的年金等控除額、給与所
得控除額、必要経費のことをいい、所得控除額（社会保険料控除額、扶養控除額等）は含みません）

●保険料のお支払い方法
　保険料のお支払いは、以下の2通りとなります。
①年金からのお支払い【特別徴収】
　特にお手続きいただく必要はありません。
　また、口座振替によるお支払いに変更することができます。詳しくは保険年金グループにご相談ください。
②口座振替や納付書でのお支払い【普通徴収】
　 7月から翌年3月まで毎月納付いただきます。年金の受給額が年額18万円未満の方、後期高齢者医療制度の保
険料と介護保険料の合計額が年金受給額の1／2を超える方が対象です。

●所得の低い方の軽減
　以下の方は、平成25年中の所得に応じて平成26年度の保険料が軽減されます。
①均等割額
　同一世帯内（世帯主と世帯内の被保険者）の平成25年中の総所得金額等が一定の金額以下の方

総所得金額等（被保険者＋世帯主）が
次の基準以下の世帯

軽減割合
（軽減後の均等割額：年額）

基礎控除額
（33万円）

被保険者全員の所得
（公的年金等控除額は80万円として計算）が0円 9割（ 4,760円）　

上記以外 8.5割（ 7,140円）※
基礎控除額 （33万円）＋24.5万円×被保険者数 5割（23,801円）　
基礎控除額 （33万円）＋45万円×被保険者数 2割（38,082円）　

※本来は7割軽減ですが、特例措置により8.5割軽減となります。
②所得割額
　 所得割額算定にかかる所得（総所得金額等－基礎控除額33万円）が58万円（年金収入のみの場合、収入額が
211万円）以下の方は、所得割額が5割軽減されます。

●被扶養者だった方の軽減
　制度に加入する前日に被用者保険（全国健康保険協会（協会けんぽ）、健康保険組合、共済組合など）の被扶養者
だった方は、所得割はかからず、均等割額が本来5割軽減ですが、特例措置により9割軽減されます。
　該当される方は保険年金グループにお申し出ください。
　なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象になりません。

保険料額決定通知書を送付します後期高齢者
医療制度の

 ▶問合せ　 保険年金グループ　☎０７９（４３５）２５８１
兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局（コールセンター） ☎０７８（３２６）２０２１

＋ ＝
①均等割額

47,603円

①＋②

平成26年度保険料額
（最高限度額57万円）

②所得割額

（　　　　　　　　　　　　　　　）平成25年中（1～12月）
の総所得金額等（※）

－  
基礎控除額

　  330,000円 × 所得割率9.70％

◎ 　災害で大きな損害を受けたとき、所得の著しい減少があったとき、他の被保険者や世帯主が死亡し
たことなどにより世帯の所得が軽減判定基準以下となるとき、一定期間給付の制限を受けたときで、
保険料を納めることが困難な方は、申請により保険料の減免を受けることができる場合があります。
詳しくは保険年金グループにご相談ください。

加古郡リサイクルプラザ  加古郡リサイクルプラザ  夏休みお助け工房夏休みお助け工房
 ▶問合せ　加古郡リサイクルプラザ　☎０７９（４３７）７６７１ 
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