第２回

登米市こどもまつり

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

日時

10月４日（日）午前10時～午後３時
（受付開始：午前９時30分～）

場所

白鳥スマイルキッズデー
参加者募集

～ テーマ ～
みんなで育てよう！スマイル・とめっこ 登米市の子！！

迫公民館・迫体育館

《ステージイベント》
算ト ーンチャイム、はや寝・はや起き・朝ごはんダ
ンス（１
０：０
０～）
算ゆ かい なピ エ ロシ ョ ー、オ カリナ ＆ピ ア ノの
コンサート （１
４：３
０～）
《イベント》
算人形劇団ひとみ座公演（①１
１：１
５～②１
３：３
０～）
・さるかに、じゅげむの２本立て
算キッズ・サッカー（宮城県サッカー協会）
１回目（10
：30
～11
：00） ※就学前の親子３
５組が対象
２回目 (
12
：30～1
3
：00） ※幼稚園年長～小学生低学
年３
５人が対象

《各種コーナー》
（１
０：30～１
４：00）
算手づくり体験コーナー
こまの絵付け、まゆ玉＆プラバン、デコ・パフェ
算お楽しみフード コーナー
抹茶、ドン、あぶら麩うどん、パンなど
算作品展示コーナー
算高校生ふれあい看護体験紹介コーナー
算読み聞かせコーナー
※その他、ボランティア団体による楽しいコーナー
がいっぱいです。
【参加費】 無料（お楽しみフードコーナー、手づくり
体験コーナーはお金がかかります）
【持ち物】 上靴
【問い合わせ】 福祉事務所子育て支援課
子育て支援係
緯 0220（58）5562

県登米保健福祉事務所
（保健所）健康相談など
プライバシーは守られますので、
安心してご相談ください。
【9月の相談日】
期日

高齢者等肉用牛貸付事業
借受者募集

国民年金だよ
国民年金だより
り

１
６
（水）

国民年金の国庫負担が改正されました
国民年金の国庫負担が改正されまし
た
肉用牛資源確保を図ると共に高齢
者の福祉向上に資するため市が繁殖
素牛を購入し畜産農家に５年間貸し
付けを行う事業です。
【対象者】 高齢者（満６
０歳以上）
①飼養管理ができる人
②家畜共済に加入していること
③生産調整方針に参加していること
【募集頭数】 ２２頭
【貸付頭数】 同一年度は１戸１頭ま
で（最大で１戸２頭まで）
【貸付の対象となる繁殖素牛】
生後６カ月齢から１２カ月齢の繁殖
素牛（自家産は対象外）
【購入金額】 ５５万円を上限とします
（素牛、消費税、諸経費を含む）
。
【申込方法・申込先】 各総合支所地
域生活課または産業経済部農産園
芸畜産課備え付けの申込用紙に必
要事項を記入し、提出してください。
【申込期限】 ９月２
５日（金）必着
【貸付決定】 貸付事業運営委員会で
審査の上、決定になります。
【問い合わせ】 産業経済部農産園芸
畜産課 畜産振興係
緯 0220（34）2713
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国民年金から支給される老齢基礎年金や、障害基礎年金、遺族基礎年金
には、国庫負担（国の税金）が含まれています。国庫負担の割合はこれま
で「３分の1」でしたが、平成２
１年４月以後の加入期間は「２分の1」に引
き上げられることになりました。
これにより、免除期間がある場合の老齢基礎年金については、年金額計
算の仕方が変更されることになりました。免除を受けた期間は、国庫負担
分について全額が支給される仕組みなので、国庫負担の割合が引き上げに
なることで、より有利になります。
皐全額納付を「１」としたとき、免除された期間が年金額に反映する割合
２１年３月以前の期間

２１年４月以後の期間

４分の１免除
（４分の３納付）

６分の５

８分の７

半額免除
（半額納付）

６分の４

８分の６

４分の３免除
（４分の１納付）

６分の３

８分の５

全額免除

６分の２

８分の４

一部免除（４分の１免除、半額免除、４分の３免除）は保険料の一部を
納付することにより、残りの保険料の納付が免除になる制度です。一部保
険料を納付しなかった場合は、その期間は未納と同じ扱いになるため、国
庫負担分も受け取ることができません。
国民年金の保険料はきちんと納付して、基礎年金に含まれる国庫負担を
しっかり受け取れるようにしましょう。
【問い合わせ】
市民生活部国保年金課 年金医療係 緯 0220（58）2166
古川社会保険事務所 国民年金業務課 緯 0229（23）1203

親子で体験保育ができます。
【日時】 ９月１
５日（火）
午前９時３０分～１１時
【場所】 白鳥保育園（南方町）
【対象者】 １歳～就学前の児童
【内容】 運動会ご っこ
【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、受け付けしています。

事

業

名

予約先電話番号

山の内容ですので、ぜひご来場くだ
さい。
【日時】 ９月１
９日（土）午前１
１時～
【場所】 ホテルニューグランヴ ィア
（迫町佐沼）
【内容】 ①オープニング イベント
よさこい「Ｂｉｇネット」
②新鮮な食材による昼食
③庄司恵子「いーぐする話」
【チケット】 3,
000円
（小学生以下は1,
500円）
※3,
000円チケットには、ひとめ
ぼれ１ｋｇ・米粉が付きます。
※チケットは前売りのみで、１
６０
枚限定販売です。
【チケット販売・問い合わせ】
登米市食材まつり実行委員会
（産業経済部農林政策課内）
緯 0220（34）2716

登米市の食材まつり

ア ル コ ー ル
０２
２
０（２２）６１
１
８
家 族 教 室

精神保健福祉相談
２４
（木）
０２
２
０（２２）６１
１
８
（こころの相談）

【相談料】 無料
【会場】 東部保健福祉事務所登米地
域事務所
【注意事項】 必ず予約が必要です。
日程など変更する場合もあります
ので、予約の際に電話で確認して
ください。
【その他】 保健師による相談も随時
受け付けしています。
【問い合わせ】
県登米保健福祉事務所
母子・障害班
緯 0220（22）6118

社会保険相談所開設
健康保険、厚生年金保険、
国民年金など社会保険の全般
についての相談に応じます。
【9
月の開設日】 9月１１日（金）
【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）1203

市食材まつり実行委員会では、消
費者の皆さんに市で生産された農産
物を使ったおいしい料理を味わいな
がら、意見交換などを通して生産者
との交流を深める「登米市の食材ま
つり」を行います。
豊富な メニューと、昔懐かし い
「果報餅」
（かほもち）や庄司恵子さ
んの民謡とトークショーなど盛り沢

～地デジいろは塾～

№３

皐「受信機器購入などの支援」について
２
３年７月の地上テレビ放送の完全デジタル化に向けて、経済的な理由で
地デジ放送を見ることができない世帯に対して、支援を行うことになりま
した。具体的には、ＮＨＫの受信料が全額免除になる世帯に対して、アナ
ログテレビ１台で地上デジタル放送を視聴するために、新たに必要な最低
限度の機器の無償支給などを行います。
【支援内容】
①簡易なチューナーの無償配布
②戸建て住宅でアンテナなどの改修が必要な世帯に対して、室内アンテ
ナの無償給付またはアンテナなどの改修
③共同受信施設を利用し、施設の改修が必要な場合は、改修経費のうち、
支援対象世帯が負担する金額に相当する金額を給付
④ケーブルテレビ 利用の場合には、デジタル化に伴う一時的な改修費に
相当する額を給付
支援の情報提供は対象となっている世帯と接点を持っているＮＨＫから
連絡をする予定になっています。支援の具体的な案内と申込受け付けは秋
です。もうしばらくお待ちください。

【問合わせ】 地デジコールセンター 緯 0570（07）0101
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