2021 年（令和 3 年）7 月 25 日号

月1イベント出店者募集！桔梗が丘商店街
知名度や売上アップに繋げませんか？創業
3 年以内、これから創業をお考えの人向け。
日時 9月3日、10月1日、11月5日、12月3日、
令和4年1月7日、2月4日 いずれも金曜日、
午前10時〜午後2時
出店場所 桔梗が丘商店街（桔梗が丘1番町お
ひさま市場前）※出店費無料
募集事業者数 9事業者（先着順）
申込期限 8月6日

適切な表示を ! 食品表示セミナー
テイクアウトやデリバリー、ネット販売を中心と
した食品表示について分かりやすく学びます。
日時 8月17日 午後2時30分〜4時
場所 武道交流館いきいき（蔵持町里）
講師 田添 正治さん ( 食品表示診断士 )
定員 15人 ※先着順、参加無料
申込期限 8月16日 （HPまたは電話にて）
◎詳しくはＨＰで。各期限までに、
電話か、HP上の申込フォームから
市経済好循環推進協議会
63‐2143
64‐8100
https://ｎ-kojunkyo.jp

「限度額適用認定証」などを医療機関の窓口で
提示すると、医療費が所得に応じた適用区分の
自己負担限度額までの支払いになります。
現在の認定証

7 月 31 日まで

8 月中の手続きで、8 月 1 日
からの認定証発行が可能
※月途中加入者を除く

◎利用するためには申請が必要。
詳しくは、市ホームページで。
◎事前（7 月中）の手続きはできません。
保険年金室

63‐7445

「野菜の栽培講習」受講者募集
野菜作りに挑戦！ 60 歳以上対象
日時 9月2日、10月14日、11月11日、12月
2日(全て木曜日) 午前9時〜午後4時
※午前に講義、午後に実技を行います。
場所 シルバー人材センター（丸之内）
※実技はシルバーファーム(下小波田)で実施
定員 10人 ※先着順、参加無料
対象 市内在住の60歳以上
申込 8月20日 までにシルバー人材センター備え
付けの申込用紙に必要事項を記入し提出
シルバー人材センター

就学義務猶予免除者の
中学校卒業程度認定試験
病気などのやむを得ない理由で、義務教育諸学
校への就学を猶予された人が対象。中学卒業程
度の学力の有無を認定するための試験です。
試験 10月21日 午前10時〜午後3時40分
場所 県合同ビル（津市）
科目 国語・社会・数学・理科・外国語（英語）
申込 9月3日 (当日消印有効)まで
に、必要書類を問合せ先へ
県教育委員会事務局 高校教育課
キャリア教育班
059‐224‐2913

「令和 3 年度下水道排水設備
工事責任技術者試験」を開催
日時 11月25日 午後1時〜
場所 県総合文化センター（津市）
申込 8月10日 から9月10日 (当日消印有効)
までに、申込書を問合せ先へ
（※申込書はHPから出力可）
（公財）三重県下水道公社 総務課
0598‐53‐ 2331

安全
ラフ
心イ

ルールを守って
楽しい花火
花火

子どもだけでなく大人
が寄り添って、水の入った
バケツを用意するなどし
て、花火を楽しみましょ
う。
名張消防署 指導調査室

63‐0996

利用休止（8 月〜 10 月）
マツヤマ SSK アリーナなど

8/2 から受付。国保の
「限度額適用認定証」申請を

63‐6800

川の魅力を伝える
「河川レンジャー」募集
対象 木津川上流域で活動できる 18 歳以上の人
応募期限 9 月 30 日
◎活動に対して日当、交通費などの経費の一
部を負担します。申込方法など詳しくは、ホ
ームページか問合せ先へ
河川レンジャー事務局
0742‐33‐1300

年金通信

三重とこわか国体の開催や電気工事による停
電に伴い、体育施設などの利用を下記の期間は休
止します。
施

設

利用休止期間

マツヤマＳＳＫアリーナ
（夏見）
（市総合体育館）

8月26日
（木）
〜10月15日
（金）

駐車場
（半面 : 約 110 台）

8月16日
（月）
〜29日
（日）

駐車場
（全面）

8月30日
（月）
〜10月15日
（金）

卓球室
アーチェリー場

〜10月 8日
（金）
9月21日
（火）

トレーニングジム

9月24日
（金）
〜10月 4日
（月）

市勤労者福祉会館
（夏見）

大・中会議室

8月28日
（土）
・29日
（日）

全館

〜10月15日
（金）
9月 1日
（水）

メイハンスタジアム
（夏見）
〜10月 8日
（金）
9月 6日
（月）

（市民野球場）
メイハンフィールド
（夏見）
（市民陸上競技場）

〜10月 8日
（金）
9月13日
（月）

はなの里スタジアム
（百合が丘）
（市民ホッケー場）

電気工事に伴う

臨時休止
８月１０日
（火）
〜１２日
（木 ）
（夏見）
・市民テニスコート
・メイハンスタジアム
・メイハンフィールド

・マツヤマＳＳＫアリーナ
・ターゲット・バードゴルフ場
・市勤労者福祉会館

（新田）
・みはたメイハンランド内
ゲートボール場、
多目的広場
（八幡）
・八幡 2 号公園運動場

（つつじが丘）
・テニスコート
・運動場

（薦原）
・テニスコート
・ソフトボール場
（その他の施設）

・青蓮寺 C 地区
公園テニスコート

市民スポーツ室

63‐7100
保険年金室

63‐2148

前年所得が一定基準以下➡申請で年金保険料が免除・猶予
◎免除が承認されると全額納付と比べ、将来の老齢基礎年金受給額が少なくなります。
2年以内の未納をさかのぼって免除などの申請をすることができます。
令和3年度（7月〜令和4年6月分）の免除などの申請は、7月1日 から受け付けています。

免除
・
猶予

本人、配偶者、世帯主のそれぞれの所得が審査対象。申請する年度の前年所得による
審査があります。令和3年度の申請には運転免許証などの本人確認書類、また、審査
対象者が令和元年12月31日以降失業していれば、「雇用保険受給資格者証」な
どが必要です。 ※新型コロナの影響で、年金保険料の納付が難しい人はご相談ください。

◎出産に伴う免除は…
20歳以上60歳未満の自営業者や学生など（国民年金第1号被保険者）で、平成31年2月以降に出産
した人は出産前後期間の年金保険料が免除されます。この間は保険料を納付したものとして、将来
の老齢基礎年金額に反映されます。本人確認書類と母子手帳を持って手続きをしてください。

年金相談

※事前に予約が必要です。基礎年金番号が分かるものをご準備ください。

■ 産業振興センターアスピア(南町)
日時 7月27日 、8月10日 ・24日
午前10時〜午後3時
◎予約は開催日の4週間前から1週間前まで
津年金事務所お客様相談室
059‐228‐9112

■ 津年金事務所(津市桜橋)
日時 平日 午前8時30分〜午後5時15分(週
初めは午後7時)、第2土曜日 午前9時30
分〜午後4時
全国年金事務所予約受付専用電話
0570‐05‐4890
03‐6631‐7521

■いざというときの備え「木造住宅無料耐震診断」受付中〔昭和56年5月31日以前に建築（着工含む）された木造住宅が対象〕
申込期限 11月30日
募集戸数 16戸（先着順）◎詳しくは、市ホームページで
営繕住宅室
63‐7740

