～ご存知ですか？国民年金の任意加入制度～
老齢基礎年金は、２０歳から６
０歳になるまでの４
０年間保険料を納めなければ、満額の年金を受け取れません。
国民年金保険料の納め忘れなどにより、４
０年より納付済期間が少ないため老齢基礎年金を満額受給できない場合
や６
０歳までに老齢基礎年金の受給資格期間（２
５年）を満たしていない場合であって、厚生年金・共済年金に加入し
ていないときは、６
０歳以降でも申し出により任意で加入して保険料を納めることができる任意加入制度があります。
殺保険料納付は口座振替で！
月々の保険料を確実かつ円滑に納付してもらうため、原則、口座振替を申し込むようになります。ただし、特別
な理由がある場合には、現金で納付することもできます。
<口座によらない特別な理由とは？ > ①預金口座を有していない場合
②資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合（加入する年度内に納付月数が40年を迎えて任意期間が終
了する人など）
③その他①、②に準ずる事由により口座振替によらない特別な事由があると認められる場合
<窓口での手続きについて>
任意加入の資格取得申出書を提出する際に、口座振替申出書もしくは口座振替ができない旨の申出書の提出が必
要です。
（口座振替ができない旨の申出書の様式は任意の様式で構いません）
【問い合わせ】 市民生活部国保年金課

緯 0220（58）2166 古川年金事務所
【場所】 登米公民館
【申込期限】 ５日前まで
【申し込み・問い合わせ】
ＮＰＯ法人パソコン・ネット・みやぎ
緯 0220（２
１）5262

白鳥スマイルキッズデー
参加者募集

緯 0229（23）1203

担当者など
【聴講料】 無料 【定員】 ５０人
【申込期限】 ９月１０日（金）
【申込方法】 電話
【申込先・問い合わせ】
花登米法人会
緯 0220（22）6617

女性医師による
女性の健康相談（無料）

親子で体験保育ができます。
また、専任保育士が育児相談にも
応じます。
【相談日】9月25日（土）
【場所】 栗原市（会場は予約時にお
【日時】 ９月２８日（火）
９月の
知らせします。）
午前９時３０分～１１時
パソコン相談室
【場所】 白鳥ゆめっこ保育園
（迫町） 【予約先・問い合わせ】
県女医会女性の健康相談室
【対象者】 １歳～就学前の児童
（受付時間：土日祝日を除く午前9
【内容】 親子でリズム遊び
興パソコン教室
時～午後5時）
①地図入り案内書を作ってみませんか。 【申込方法】 電話
緯 090（5840）1993
※当日の３日前までに申し込みく
【日時】
県健康推進課
ださい。
９月１４日（火） 午前１０時～正午
緯 022（211）2623
【申し込み・問い合わせ】
９月１７日（金） 午後７時～９時
②家族の予定表を作ってみませんか。
白鳥ゆめっこ保育園
緯 0220（22）1108
【日時】
社会保険相談所開設
９月２
１日（火） 午前１０時～正午
国民年金、厚生年金の資格およ
９月２４日（金） 午後７時～９時
平成22年度
び年金給付についての相談に応じ
①②共通事項
税務研修会を開催
ます。
【場所】 迫にぎわいセンター
【９月の開設日】
９月９日（木）
【受講料】 2,
000円
【時間】
午前９時
１０分～正午
【申込方法】 電話
【日時】 ９月１
５日（水）
午後１時～３時３０分
午後３時～５時
【申込期限】 受講日前日まで
【場所】 迫公民館
【場所】 ホテルニューグランヴ ィア
興無料相談室
【問い合わせ】 古川年金事務所
【内容】 ２
２年度改正税制について
【日時】 ９月２６日（日）
緯 0229（23）1203
午前１０時～正午
【対象者】 中小企業の経営者・財務
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かつ栽培技術に精通している人）
【募集人員】 若干名
【待遇】 ①勤務時間（原則午前８時
３０分～午後５時３０分、４週１６
０時間）
②休日（４週８休）
【日時】 ９月２
５日（土）
③給与など（当法人規定による、
午前８時30分～午後２時
協会健保・厚生年金・労災保険・
※小雨決行
雇用保険に加入）
【集合場所】 東和町道の駅林林館
④その他（補助事業による有期採
【集合時間】 午前８時30分
用になります。ただし、事業の継
【内容】 舞茸狩り体験、炭窯見学など
続により雇用更新もあります）
【体験料】 １人＝2,
500円
【持参するもの】 体験に適した服装、 【申込方法】 履歴書を下記まで郵送
または持参してください。
軍手、長靴、昼食
（きのこ汁はサー
※郵送の場合は、封筒の表に「職
ビス）、飲み物、ゴミ袋、包丁
員募集応募書類在中」と明記して
【募集人数】 １００人（先着順）
ください。
【申込期限】 ９月１０日（金）
【申込先】 〒9894601
【申込方法】 ファクシミリ
登米市迫町新田字対馬５１番地７
※氏名、住所、性別、生年月日、
社会福祉法人 ふれあいの里
年齢、郵便番号を記入の上、申し
込みください。
【問い合わせ】 社会福祉法人ふれあ
いの里「ラボラーレ」
【申し込み先・問い合わせ】
緯 0225（79）2071
米川生産森林組合
緯 0220（45）2049
胃 0220（45）2059

木炭活用と舞茸狩り体験
参加者募集

国民年金だよ
国民年金だより

【場所】 県大崎合同庁舎１階大会議
室（大崎市古川旭四丁目１－１）
【対象者】 身体などに障害のある人
※参加事業所も募集中です。
【問い合わせ】 ハローワーク迫
緯 0220（22）8609

労働局がお手伝いします
個々の労働者と事業主との間のト
ラブルの解決について労働局がお手
伝いします。
【照会・相談・問い合わせ】
宮城労働局総合労働相談コーナー
緯 022（299）8834

登米祝祭劇場
９月のイベント情報

障害者就職面接会
ふれあいの里
職員募集のお知らせ

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
就職面接会を開催します。
【勤務場所】 市内の就労支援訓練地
【募集職種】 農産物生産・提供活動 【日時】 ９月２４日（金）
午後１時３０分～３時３０分
従事者（農産物の栽培経験があり、

～地デジいろは塾～

№１5

皐アナログ放送終了まであと１年を切りました！
地デジキャラクター草彅剛さんのＣＭでは「地デジの準備、お急ぎください
ね！」と呼び掛けていますが、みなさんの家庭では地デジへの移行は済みまし
たか？ 「まだ１年あるから・・」と考えている人は、次のようなことに注意し
てください。
①アナログ放送では受信に問題がなくても、地デジでは受信がうまくいかず、
「原因を探すこと」
「対策を施すこと」に長い時間がかかることがあります。
②共同受信では、設備の改修をしないと地デジの受信ができない場合があり
ます。
③アナログ放送終了と同時に「設備が撤去され、各戸ごとにアンテナを設置
しなければならない」共同受信もあります。
県内では、およそ２
０万もの世帯が地デジ未対応と推定されます。地デジ移行
が短い期間に集中した場合には「混乱」が起こることも心配されます。また、
エコポイント の利用期限も１
２月までと迫っています。

『地デジの準備、お急ぎ ください！』
不明の点は、デジサポ宮城までお電話ください。
【問い合わせ】 デジサポ宮城 緯 022（745）1500
地デジコールセンター 緯 0570（07）0101

◆畑山祝子 チョークアート展
【日時】 ９月１日（水）～３０日（木）
午前１０時～午後５時
（最終日は正午まで）
※毎週月曜日は休館日です。ただ
し月曜日が祝日の場合は、その翌
日が休館日となります。
【場所】 レストラン蓮房
【入場料】 無料
【問い合わせ】 登米祝祭劇場
緯 0220（22）0111
◆コダックフォト クラブ登米支部
第６回写真展
【日時】 ９月１８日（土）～２０日（祝）
午前９時～午後６時
（最終日は午後５時まで）
【場所】 小ホール
【入場料】 無料
【問い合わせ】 コダックフォトクラ
ブ登米支部
緯 0220（22）7689
◆映画「ぼくはうみがみたくなりま
した」自主上映会
【日時】 ９月２
５日（土）
①午後１時３０分～ ②午後６時～
【場所】 小ホール
【入場料】 1,
000円
【問い合わせ】 水の里ネットワーク
緯 0220（22）5966
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