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※新会場

平成23年度分「タクシー料金・自
動車燃料費」の一部を助成します

対象　身体障害者手帳 1・2級、療育手帳Ａ、
精神障害者手帳 1級を所持している在宅の
人（身体障害者手帳 3から 6級、療育手帳
Bを所持している就学前の児童を含む）

内容　①タクシー料金助成…年間 12,000 円分
の乗車券　②自動車燃料費助成（障害者本
人のために使用する場合）…1ヵ月 1,000
円（申請月以降平成 24年 3月分まで　申請
できるのは、①か②のいずれかとなります。

申請　4月 1 日金から、市役所 1階高齢・障
害支援室で受付開始

持ち物　①の申請は、障害者手帳、印鑑　②の
申請は、障害者手帳、印鑑、本人名義の車検
証の写し（児童などの場合は手帳に記載の
保護者名義）、運転免許証の写し、家族（同
居に限る）による運転の場合、障害者本人の
通園・通院（週 1回以上）などの証明書
 高齢・障害支援室　 63‐7591

　学生（3月に学校を卒業
する人を含む）は、申請を
すると年金の保険料（全額）

納付が猶予されます（本人の所得条件あり）。
これを「学生納付特例」といいます。
▼平成 22 年度の承認期限は、平成 23 年 3
月 31日です。

▼現在承認されている人で平成 23年度も継
続希望の人は、4月以降、再度申請が必要
です。在学証明書（原本）または学生証の
写し（表裏）と年金手帳、認印を持参し、
市役所１階保険年金室で手続きしてくださ
い。なお、平成 22 年度の学生納付特例が
承認された人のうち、3月下旬に、年金事
務所から継続用の学生納付特例申請書（は

がき）が送付された人は、郵送で申請でき
ます。なるべく4月中に提出してください。

▼ 3月に学校を卒業して、引き続き国民年金
に加入する 30歳未満の人は、4月から「若
年者納付猶予制度」での申請が可能です。
年金手帳、認印を持参し手続きしてくださ
い（本人・配偶者それぞれの所得条件あり）。

＜ご注意＞　「若年者納付猶予」や「学生納
付特例」の承認期間は、将来年金を受ける
ための資格期間に算入されますが、年金額
には反映されません。ただし、保険料は 10
年以内なら、さかのぼって納めて、納付済
期間に変えることができます。なお、承認
を受けてから 3年度目以降に納める場合は
当時の保険料に加算金が上乗せされます。

　生後 91日以上の飼い犬には、生涯に一度の
登録と、毎年一度の狂犬病予防注射を接種す
ることが義務付けられています。
　平成 23年度の狂犬病予防注射の接種は、動
物病院で受け付けており、登録手続きもでき
ます。また、市では、4月 5 日火より、各地
区で犬の登録と集団接種を実施します（下表）。
費用　▼予防注射代…1頭につき 3,200 円（注
射代 2,650 円、注射済票交付手数料 550 円
▼登録料…1頭につき 3,000 円　※新規登
録と注射を受ける人は、合計 6,200 円とな
ります。釣り銭のないようにお願いします。

持ち物　▼すでに登録済の人…案内はがき、
予防注射代　▼初めて登録する人…予防注
射代と登録料

スポーツ安全保険に
加入しませんか？

対象　スポーツ・文化・ボランティア・地域
活動などを行う、5人以上のアマチュア団体
（被保険者は各個人）
保険期間　4月 1日～平成 24年 3月 31日（4
月 1日以降の申込みは、加入日の翌日から）

掛金（1人年額）　▼中学生以下の団体、成人の
文化・ボランティア団体…600 円（子どもの
スポーツ活動の指導者 1,100 円） ▼ 65 歳以上
…800 円 ▼高校生以上のスポーツ活動など…
1,600 円　◎申込書は、総合体育館で配布
 スポーツ安全協会三重県支部

　 059‐372‐8100

学生の保険料納付猶予

★★★★★★★★★ 年金相談をご利用ください ★★★★★★★★
日時　4 月 12日火・26日火 午前 10時～午後 3時（受付は午後 2時 45分まで）
場所　産業振興センターアスピア（南町）　  保険年金室　  63‐7445
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の行事
 はぐくみ工房あららぎ　  62‐6920

韓国料理教室 
韓国式さしみどんぶり、もやしチャプチェなど
日時　4月5日火 午前10時～午後1時
講師　李

イ

 辰
チンスク

淑さん
参加費　1,500円（材料費含む） 定員  15人
持ち物  エプロン、三角巾、ふきん
申込　3月22日火から29日火までに電話で
問い合わせ先へ

　※先着順。定員に満たない場合は中止

64‐3478 物
催アドバンスコープ

ホールＡＤＳＡＤＳ

離乳食離乳食生後5ヵ月からの
離乳食の進め方や試食離乳食の進め方や試食

4月13日水
午後2時～3時30分

日 

時
保健センター
　（朝日町）

◎健康支援室（  63‐6970）へ要予約

場 

所

教
室

犬の登録と犬の登録と
狂犬病予防注射狂犬病予防注射

 環境対策室　  63‐7492

●犬の登録、狂犬病予防注射集団接種会場

忘れないで!

ご家庭で眠ったままの鯉のぼりを
比奈知ダムにご寄贈ください！

　比奈知ダムでは、毎年春に皆さんから寄贈して
いただいた鯉のぼりを大空高く泳がせています。
 比奈知ダム管理所　 68‐7111

■ 芸能大会2011　あなたがスター
日時　4月2日土 午前9時30分～午後5時
◎入場無料
 歌謡スタジオ.ききょう（相馬）

　  64‐8778

■ ちびっ子・ダンスフェスティバル
日時　4月3日日 午後2時～4時30分
◎入場無料
 名張バトン＆ダンススポーツ少年団
（梶田）　  090‐4760‐8548

■ ヤマハ音楽教室発表会　ぷらいまりー
　 コンサート　エレクトーンステージ
日時　4月17日日　①午前10時～11時30
分　②午後零時30分～4時30分

◎入場無料　  前田文具  63‐0159

■ The 29th Music Garden
日時　4月29日 祝 午後1時30分～4時
◎入場無料
ミュージックガーデンアンサンブル
（米

よ ね だ

田）　  66‐1608

お詫びと訂正　広報なばり3‐2号3ページ「新しい公」委託事業の表中「高齢・生涯支援室」とあるのは、正しくは、「高齢・障害支援室」です。
　お詫びして訂正いたします。　  地域経営室　 68‐7484
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