廃食油回収に協力をお願いします

「税務研修会」
参加者募集

◆９月から１
２月までの回収場所・日時
場

所

【迫】森公民館、迫公民館、北方公民館、新田公民館
【南方】南方公民館、西郷公民館、東郷公民館

【演題・講師】 演題＝誤解される税
～税のもう一つの考え方～、講師
＝佐沼税務署長：海谷禮一さん

１
６日
－
－
（金）

【聴講料】 無料
【募集人員】 ５０人

８：００
２１日
－
（金）

－

２１日
（金）

９：００

９日 １
４日 １１日 ９日
（日）（日）（日）（日）
11
：００
10
：００

１１日
－
－
－
（火）
12
：００
毎月第１土曜日
９：００
毎月第２土曜日
毎月第３土曜日
11
：００
毎月第４土曜日
～
～

佐沼本店、南佐沼店
登米店、中田店
ウジエスーパー
南方店
中津山店、豊里店

－

【場所】 ホテルニューグランヴ ィア

【申込方法】 電話

障害者就職面接会

～

ジャスコ南方店
※閉店に伴い９月１
１日が最後の回収日になります

７：００
～

【石越】石越公民館【中田】石森ふれあいセンター、
宝江ふれあいセンター、上沼ふれあいセンター、はん
とく給油所【東和】米川公民館、米谷公民館、錦織公
民館
【登米】登米公民館【津山】津山公民館、津山総合支
所【豊里】豊里公民館【米山】吉田公民館、米山公民
館、中津山公民館
【迫】ふるさと物産館【登米】とよま観光物産センター
「遠山之里」【東和】道の駅「林林館」【中田】産直な
かだ「愛菜館」【米山】道の駅米山「ふる里セン ター
Y・Y」【南方】道の駅「みなみかた」【豊里】ふるさと
セン ター【津山】道の駅津山「もくもくランド」【石
越】いしこし大好き

【日時】 ９月１２日（水）午後３時～

回 収 日
９月 １
０月 １１月 １
２月
１
９日
－
－
－
（金）

時間

障害者雇用を 支援するため、古
川・築館・迫公共職業安定所合同で
就職面接会を行います。
【日時】 ９月１２日（水）
午後１時３０分～３時３０分
【場所】 県大崎合同庁舎１階
大会議室

【出し方の手順】 都合のよい回収日時、場所を確認の上、不要となった廃
食油をペットボトルなどに入れて持参してください回収場所で専用ポリ
缶に移し替えます持参した空ペットボトルなどは持ち帰りとなります

【対象者】 身体などに障害のある人

【問い合わせ】 環境事業所環境管理課

【問い合わせ】
ハローワーク迫
緯 0220（22）8609

緯 0220（58）2064

国民年金だよ
国民年金だより
国民年金の保険料が一部免除された人へ
国民年金の保険料が一部免除された人
へ

【その他】 参加事業所も募集してい
ます。

7,
050円

４分の１免除（４分の３納付）

10,
580円

【問い合わせ】 市民生活部市民課
古川社会保険事務所
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緯 0220（58）2118
緯 0229（23）1200

【場所】 県立迫養護学校
【内容】 全体会（迫養の教育につ
いて）授業参観：小学部＝国語、
算数、自立活動、遊びの指導、中
学部＝生活単元学習、高等部＝作
業学習（木工、農耕、手芸、陶芸）、
自立活動全体会（授業について
の質疑）

【申込方法】 電話

【申し込み】 電話、ファクシミリ
※資料などの準備の都合上、でき
るだけ事前に申し込みをしてくだ
さい。
※ファ クシ ミリの場合は、所属
（通学・勤務している学校名など）
・
氏名を記入の上、学校公開参加希
望と明記してください。

登米市の食材まつり

迫地区認定農業者連絡会議では、
農業者自らが生産した農作物を材料
にした料理を、消費者の皆さんと食 【申込期限】 ９月２０日（木）
事をし ながら意見交換する活動を 【問い合わせ】
県立迫養護学校
行っています。
（学校公開担当：金野）
豊富なメニューを用意しお待ちし
緯 0220（22）9484
ていますので、ぜひご来場ください。
胃 0220（22）7628
【日時】 ９月１
５日（土）午前１０時～

親子スマイルキッズデー
参加者募集

【対象者】 乳児～就学前の児童
【内容】 運動会ご っこ
【参加費】 無料
【持ち物】 着替え（１～２組）、帽子、
汚れ物入れ（ビニール袋）
、体ふき
用タオル
【申込方法】 電話
【申し込み・問い合わせ】
白鳥保育園
緯 0220（58）2681
※随時、受け付けています。

【内容】 新鮮な食材による昼食
講演 演題＝地産地消、消費者
に求めるもの

講師＝民俗研究
家：結城登美雄さん

【その他】 ひとめぼれ１茜のお土産
が付きます
【料金】 中学生以上2,
000円
小学生1,
000円

骨髄提供希望者登録日
【９月の登録受付日】
９月１１日（火）、２
５日（火）
※事前予約が必要です
【受付時間】 午前１０時～正午
【問い合わせ】

【チケット販売・問い合わせ】
迫地区認定農業者連絡会議事務局
（迫総合支所地域生活課産業建設
係内）
緯 0220（22）2213
▼

纂納める割合以上に、年金額へ有利に反映します！
国民年金（基礎年金）の国庫負担は３分の１（将来は２分の１）です。免除
期間の年金額は、納付額に応じた金額に国庫負担分を加算して計算します。
纂一部免除後の保険料を納付しないでおくと・・・
一部免除された期間であっても、未納と同じ扱いになり、老齢基礎年金の
額に反映されないばかりか、不慮の事態が生じた場合の障害基礎年金や遺族
基礎年金などを受け取ることができなくなる場合があります。

花登米法人会
緯 0220（22）6617

【参加費】 １家族300円

【場所】 ホテルニューグランヴ ィア

親子で体験保育ができます。
国民年金保険料の免除制度には、全額免除のほかに４分の３、半額、４分
また、専任保育士が育児相談にも
の１の免除があります。
一部免除が承認になった人には、減額になった納付書が送付されますので、 応じます。
【日時】 ９月１８日（火）
納付期限に気を付けて納付しましょう。
午前９時３０分～１１時
纂一部が免除されたときの保険料額（平成１
９年度１カ月当たり）
【場所】 白鳥保育園（南方町）
４分の３免除（４分の１納付）
3,
530円
半 額 免 除（ 半 額 納 付 ）

【申込期限】 ９月７日（金）
【申し込み・問い合わせ】

【日時】 ９月２７日（木）
午前９時１
５分～正午

▼

収

▼

回

迫養護学校「学校公開」

去
年
の
様
子

【内容】 コンサート、ファッション
ショー、マッサージ、離乳食試食、
スリング講習

県登米保健福祉事務所（登米保健
所）健康対策班
緯 0220（22）6119

【募集人員】 親子５０組
【申込期限】 １０月１日（月）
【その他】 参加者全員にスタイと絵
本をプレゼントします。
【問い合わせ】
NPO法人すくすく保育研究所
（事務局：堀田菜菜江）
緯 090（2999）8253

発達障害者の巡回相談
「えくぼのひ」
県発達障害者支援センター「えく
ぼ」では、自閉症、アスペルガー症
候群、そのほかの広汎性発達障害が
ある人とその家族を対象に、巡回相
談を行います。
【日時】 １０月４日（木）
午前１０時～午後３時
【場所】 県登米保健福祉事務所
クリニック室
【定員】 ４人（先着順）
【申込方法】 電話、ファクシミリ、
電子メール
※ファクシミリ、電子メールの場
合は、住所、氏名、年齢、電話番
号を記入の上、発達障害者の巡回
相談参加希望と明記してください。
【申し込み・問い合わせ】
恵泉会地域生活支援センター
緯 0220（21）1011
胃 0220（21）1012
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社会保険相談所開設
第３回赤ちゃんフェスタ
赤ちゃん（０歳～１歳６カ月）と
ママが主役のイベントです。
【日時】 １０月６日（土）
午前１０時～正午
【場所】 中田農村環境改善センター

健康保険、国民年金など社会保
険全般について相談に応じます。
【９月の開設日】 ９月１
９日（水）
【時間】 午前９時１０分～正午
午後１時～３時３０分
【場所】 迫公民館
【問い合わせ】
古川社会保険事務所
緯 0229（23）1200
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