
保険・年金・税

年金相談

日時…９月 21 日（木）

　　　午前 10 時～正午／

　　　午後１時～３時

場所…市役所本庁舎１階会議室

問国保年金課高齢者医療年金班

　 （93）４０８５

３つの国民年金の種類

■老齢基礎年金

支給…65 歳から

年金額…満額で７７９，３００円　

受給資格要件…納付や免除期間など   

の合計年数が 10 年以上

■障害基礎年金

　加入中に病気やけがなどで一定の

障害が残ったとき

年金額…○１級　９７４，１２５円    

　　　　○２級　７７９，３００円

子の加算額…※１　納付要件…※２

■遺族基礎年金

　死亡した被保険者が生計を維持し

ていた 18 歳到達年度の末日まで（障

害者は 20 歳未満）の子または子の

ある妻・夫

年金額…７７９，３００円

子の加算額…※１　納付要件…※２

※１…２２４，３００円（１人目・

２人目）、７４，８００円（３人目以降）

※２…初診日（死亡日）前の納付・

免除期間が被保険者期間の３分の２

以上または初診日（死亡日）の属す

る月の前々月までの直近の１年間に

未納がないこと

問国保年金課高齢者医療年金班　

　 （93）４０８５

福  祉

中部オレンジカフェ
（認知症予防カフェ）
　

　認知症の人やその家族、その人た

ちを支えたいと感じている人、認

知症について学びたい人などを対象

に、毎月第３火曜日に開催していま

す。今月は次の日程で開催します。

日時…９月 19 日（火）

　　　午後 1 時 3　0 分～３時

場所…中部地域包括支援センター

　　　（龍岡ケアセンター内）

費用…無料　申込み…不要

問中部地域包括支援センター

　 （85）５５７２

子育て支援スタッフ講座

　子育て支援に必要な基礎知識と技

術を楽しく学びます。

日時・内容…

〇10 月４日（水）午前 10 時～正午

　子どもの健康と安全

〇10 月 11 日（水）午前 10 時～正午

　子どもの発達と心理

〇10 月 18 日（水）午前 10 時～正午

　絵本の読み聞かせ・子どもの遊び

場所…福祉センター

対象…市内在住で心身ともに健康な人

定員…20 人　費用…無料

申込み…９月 29 日（金）までに電話

問・申込先

　ファミリーサポートセンター

　 （92）２４５２

環  境

空き地の管理は適正に

　空き地の雑草を放置しておくと、

ごみの不法投棄や害虫などの発生原

因になります。所有者は日頃から土

地の適正管理を心掛けてください。

問 環境課環境衛生班

　 （93）４９４５

印旛沼環境基金
第３回公開講座

いんば沼の歴史（その２）

－大正期の安食水門建設～

　昭和期の印旛沼開発（干拓）事業－

日時…10 月７日（土）

　　　午後１時 30 分～４時

場所…ミレニアムセンター佐倉ホール

　　　＜佐倉市宮前＞

講師…本橋敬之助さん

　　　（ 印旛沼環境基金上席研究員）

費用…無料　定員…１００人

申込み…電話または電子メール

※電子メールの場合は氏名（ふり

がな）・住所・電話番号を明記
問・申込先　佐倉市環境政策課

　 ０４３（４８４）４２７８

　 kankyose isaku@city .

　　sakura . lg . jp

スポーツ

第６回富里市民剣道大会

日時…11 月４日（土） 

　　　午後０時 30 分～６時（予定）

場所…社会体育館２階アリーナ

対象…市内在住、在勤または在学の

　　　中学生以上の人

種目…３人制の団体戦

費用…１チーム１，０００円

申込み…10 月 12 日（木）まで

問・申込先

　市体育協会剣道専門部　萩原

　 ０９０（２１７５）９１１０

戦没者などのご遺族の皆さまへ
第十回特別弔慰金の支給

　

　詳しくは問い合わせてください。

対象…平成 27 年４月１日現在、戦

没者などの妻や父母などの遺族がい

ない場合に先順位の遺族１人に支給

支給内容…

〇額面 25 万円

〇５年償還の記名国債

請求期間…平成 30 年４月２日まで

※期間を過ぎると請求できません。

問・請求先　社会福祉課厚生班

　 （93）４１９２

平成 29 年度
原爆被爆二世健康診断

　

対象…原爆被爆者の実子で、県内に

住所を有し、受診を希望する人

期間…平成 30 年２月 28 日（水）まで

申込み…平成30年１月31日（水）（必

着）までに郵送。

　受診を希望する人の、氏名・住所・

生年月日・電話番号と被爆者である

親の氏名・住所・生年月日・被爆者

健康手帳番号を記入してください。

※受付後、受診書などは後日郵送

します。なお、検査の種類によって

は一部自己負担が生じることがあり

ます。

問・申込先　県健康福祉指導課

　 ０４３（２２３）２３４９

　〒２６０－８６６７（住所不要）

子育て

ほっかほかクラブ

日時…９月 25 日（月）

　　　午前 10 時～正午

場所…北部コミュニティセンター

　　　２階大ホール

テーマ…親子で楽しくリズムあそび！

対象…３歳までの子どもと保護者

費用…１家族１００円

問日吉台地区社会福祉協議会　河田

　 （91）０６８６

浩養幼稚園の友だちと
一緒に遊びませんか！

日時…10 月６日（金）

　　　午前 10 時～ 11 時

場所…浩養幼稚園

対象…未就園児と保護者

費用…１００円（保険代）

持ち物…上履き、飲み物

申込み…９月29日（金）までに電話

問・申込先　浩養幼稚園

　 （94）００５４

広報とみさとは、再生紙、環境にやさしい植物油インキを使用しています。

イベント

第 26 回市農業懇話会

～見つめ直そう経営と地域～

　市内の農業関係者を迎えフロア

ディスカッションを行います。

　多くのみなさんのご来場をお待ち

しています。

日時…10 月３日（火）

　　　午後１時 30 分～５時

場所…市農業協同組合３階大会議室

主催…市農業士会

問農政課農政畜産班

　 （93）４９４３

募  集

第２回ひよし青空市出店者

　プロ・アマ問わず様々な物を出品

できる住民参加型の青空市です。

　出店申込みや、詳しい内容はホー

ムページで確認できます。

●ひよし青空市ホームページ

　 H P http ://h i -yo-sh i .com

募集店数…１００店

日時…10 月 28 日（土）【雨天決行】

　　　午前 10 時～午後 3 時

場所…日吉台小学校～ミニストップ

（日吉台 2 丁目店）までの通り沿い

のテナント軒先や駐車場・日吉台中

央公園

問ひよし商店会　伊部

　 ０９０（８０５４）６６９７

仲間募集

第 34回市舞踊愛好会発表会

　舞踊発表会を行います。最後に出

演者より蒔
ま き も の

物があります。

日時…10 月１日（日）

　　　午前 11 時開演

場所…中央公民館講堂

費用…入場料無料

その他…先着１５０人に軽食を用意

しています。

問田村

　 （93）２３２０ 

公民館
中央公民館の使用申請

■10月３日（火）から受付

　公民館棟の平成 30 年１月使用分、

講堂棟の平成 30 年４月使用分の使

用申請書の受付が始まります。

問中央公民館　 （92）１２１１
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