大地に優しい森づくり
“百年の森づくり”を学ぼう！

【日時】 １１月１０日（土）
午前９時３０分～午後２時
【場所】 登米森林公園（登米町）

▼

【集合場所】 市役所登米庁舎玄関前
【集合時間】 午前８時５０分
※現地にはマイクロバスで移動
▼

【内容】
登米町森林組合の取り組
み（百年の森づくり）紹介 セラ
ピーロード散策▼豆腐づくり体験

▼

▼

【対象者・募集人員】※先着順
親子１０組（子どもは小学４～６
年生） 自然環境の保全に興味の
ある人１０人

【申し込み・問い合わせ】
市民生活部環境課 環境政策係
緯 0220（58）5553
胃 0220（58）5810
死 kankyo@ci
t
y.
t
ome.
mi
yagi
.
j
p

【申し込み・問い合わせ】
産業経済部農林振興課
林業振興係
緯 0220（34）2716
胃 0220（34）2801
▼

自然はさまざまなことをわたした
ちに教えてくれます。山を守り、育
てている人たちの取り組みや苦労を
学ぶとともに、森の恵みを肌で感じ、
親子の触れ合いを大切にしながら、
自然保護の大切さ、尊さを学ぶこと
を目的にネイチャースクールを開催
します。

【申込期限】 １１月７日（水）

【その他】 米川小・鱒淵小の児童も
参加します。

植林体験参加者募集
～みどりの森を次の世代へ～
適正に整備された森林は、二酸化
炭素を吸収して地球温暖化を防止す
るなど、人間や地球環境にとって大
切な資源です。この大切な森林を次
代へ残すために、市では昨年から
「市民参加の新たな森林づくり」
に取
り組んでいます。その一環として、
植林体験事業を実施します。
【日時】 １１月１
３日（火）
午前９時３０分～１１時３０分
はさま やま

【場所】 峡山（東和町）
【集合場所】 米川小学校体育館前
※現地にはマイクロバスで移動
【集合時間】 午前８時５０分

▼

【参加費】 一人500円
▼

【その他】 昼食に新米のおにぎり
ときのこ汁が出ます。 雨天の場

【内容】 広葉樹の種（どんぐり）を
まく作業
【参加費】 無料

「全国物価統計調査」にご協力を
今年１
１月に「平成１
９年全国物価統計調査」が実施されます。
この調査は、消費者が購入する主な商品の販売価格やサービスの料
金などを調査し、物価政策をはじめ各種の行政施策を立案する際の重
要な資料を得ることを目的として行われる国の重要な統計調査です。
調査は、全国で約１
３万の小売店舗と約４万の飲食店・サービス事業
所などを対象とします。
調査にご協力くださるようお願いします。
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国民年金の給付について～老齢基礎年金～
国民年金の給付について～老齢基礎年金
～
老齢基礎年金は受給資格期間を満たした人が、原則６
５歳になったときから
生涯受け取ることができる年金です。
【受給資格期間】
次の①から⑥を合計した期間が２
５年以上。
①国民年金保険料を納めた期間：厚生年金・共済組合などに加入していた
人（第２号被保険者）
、第２号被保険者に扶養されていた人（第３号被保
険者）であった期間も含みます。
②国民年金保険料の全額免除期間
③国民年金保険料の一部納付期間
④若年者納付猶予期間
⑤学生納付特例期間
⑥合算対象期間：国民年金に任意加入できる期間に加入しなかった期間。
例えば、昭和３６年４月から昭和６
１年３月までの間で会社員などの配偶者
だった期間や、２０歳から６
０歳までの海外在住期間などです。
※④から⑥は年金額計算の対象にはなりません。
【年金額（年額）
】 満額 792,
100円
２０歳から６
０歳までの４
０年間保険料を納めた場合に満額の年金が支給され、
保険料の未納期間などがある場合は、その月数に応じて減額されます。
《年金額の計算式》
（平成１
９年度）
保険料
納付済
月数

家庭犬の鑑札などの
装着について
犬の所有者は、鑑札および狂犬病
予防注射済票をその犬に着けておか
なければなりません。
市内の動物病院で個別に予防注射
を行った場合は、病院から発行され
た予防注射済証を各総合支所地域生
活課に持参して、予防注射済票の発
行を受けてください。
また、鑑札や狂犬病予防注射済票
を無くした場合は、各総合支所地域
生活課で再発行の手続きをしてくだ
さい。
【手数料】
新規登録＝3,
000円
注射済票代＝550円
鑑札再交付＝1,
600円

注射済票再交付＝340円
【問い合わせ】
市民生活部環境課 生活環境係
緯 0220（58）5553

全額免除
４分の１
２分の１
４分の３
月数
納付月数
納付月数
納付月数
＋
＋
＋
＋
×
×
×
×
１／３
１／２
２／３
５／６

792,
100円 ×
480月（４
０年）

【繰り上げ・繰り下げ請求】
老齢基礎年金の受給は６
５歳からですが、希望すれば６
０歳まで早めて減額し
た年金を受けたり、７
０歳まで遅らせて増額した年金を受けたりすることもで
きます。
纂年金額は受給の開始時期で増減されます
▼

登米図書館
緯 0220（52）2316

【申込方法】 電話、ファクシミリ。
ファクシミリの場合は、参加者全
員分の住所、氏名、年齢、電話番
号を記入の上、市民参加の新たな
森づくり（植林体験）参加希望と
明記してください。

昭和１６年４月２日以降生まれの人は、早めた（遅らせた）月数で計算
します。
※減額率＝繰り上げ請求月から６
５歳になる月の前月までの月数×0.
5
※増額率＝６
５歳になった月から繰り下げを申し出た月の前月までの月数
×0.
7

石ノ森章太郎
ヒーロー作品展
石ノ森章太郎ふるさと記念館友の
会では、１
１月３日の「まんがの日」
に合わせて、ヒーロー作品展を開催
します。
【日時】 １１月３日（祝）～１８日（日）
午前９時３０分～午後５時
※入館は午後４時まで
【場所】 石ノ森章太郎生家
【内容】 石 ノ森 漫 画 キ ャラ クター
（仮面ライダー、００
９、ロボコンな
ど）のヒーローをモデルとした絵
画や粘土・竹細工を市内の小中学
生から募集した作品を展示します。
【入場料】 無料
【休館日】 毎週月曜日
※月曜日が休日の場合は翌日
【問い合わせ】
石ノ森章太郎ふるさと記念館友の会
事務局：石ノ森章太郎ふるさと記
念館
緯 0220（35）1099

迫養護学校「迫養祭」

▼

【臨時休館日】 １１月２
５日（日）
【問い合わせ】

【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、参加者全員分の
住所、氏名、年齢、電話番号を記
入の上、登米市ネイチャースクー
ル参加希望と明記してください。

国民年金だよ
国民年金だより

【申込期限】 １１月９日（金）

▼ ▼ ▼ ▼

第２２回カッパハーフマラソンの開
催に伴い、図書館を休館します。

【持参物】 長靴、軍手、昼食
【募集人員】 ３０人（先着順）

昭和１６年４月１日以前生まれの人は、受給開始の年齢によって決まり
ます。
６０歳 ６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳 ６６歳 ６
７歳 ６
８歳 ６９歳 ７０歳
５
８％ ６５％ ７２％ ８０％ ８９％ １
００％ １１
２％ １
２
６％ １
４
３％ １
６４％ １
８８％
纂注意
▼ ▼

合は、雨具を持参してください。
この事業は「全国モーターボー
ト競走施行者協議会助成事業」に
より実施します。
▼

登米図書館
臨時休館のお知らせ

一度減額（増額）された年金額は一生を通して変わりません。

【日時】 １１月１７日（土）
午前９時４
５分～午後２時１
５分
【場所】 県立迫養護学校
【内容】 演技発表、作品展示、プラ
ネタリウムの上映、バザーや作業
作品販売など

繰り上げ支給後は、障害者になっても障害基礎年金を受けられません。 【問い合わせ】
県立迫養護学校
【問い合わせ】 市民生活部市民課
緯 0220（58）2118
緯 0220（22）9484
古川社会保険事務所 緯 0229（23）1200
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