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記念講演会
農家にみる衣料のまかないと管理

－布が成仏するまで着尽くす－

と　き／１月22日（日）　

　　　　午後２時～３時30分

講　師／宮本八惠子さん

　　　　（日本民具学会理事）

※一中地区公民館で開催

女性の手習い

－雛形と裁縫所、裁縫絵馬－

と　き／１月29日（日）

　　　　午後２時～３時30分

講　師／榎　陽介さん

　　　　（福島県立博物館学芸員）

農家のはたおりを伝える

－おばあさんから学んだこと－

と　き／２月12日（日）

　　　　午後２時～３時30分

講　師／池上和子さん、梅沢きみさん

　　　　（はたおり教室開講者）

※一中地区公民館で開催

はたおり（裂き織り）・綿の種とり体験
と　き／期間中の毎週土曜日

　　　　午前10時～午後３時

ミュージアムトーク
お嫁入りは一生分の着物をもって

と　き／１月22日（日）

　　　　午前10時30分から

講　師／むいむい糸紡ぎの会 

絣はどうやってつくる？

と　き／２月５日（日）

　　　　午前10時30分から

講　師／綿の実  

学芸員による展示のご案内

と　き／１月21日（土）、２月11日（土）

　　　　午後２時から

開館時間／午前９時～午後４時30分

　　　　　（見学は午後５時まで）

休館日／毎週月曜日（１月９日は開館）、１月10日（火）

入館料／大人…105円　小・中学生、高校生…50円

※毎週土曜日は小・中学生、高校生無料

中家郷の調布1260年ぶりの里帰り

と　き／２月19日（日）

　　　　午後２時～４時

講　師／茂木雅博（市立博物館館長）、

　堀部　猛（上高津貝塚ふるさと歴

史の広場学芸員）

映像上映会
と　き／１月８日（日）、２月16日（木）

　　　　午後１時～３時30分

内　容／むいむい はたおり教室活動

　記録、土浦地方のはたごしらえなど

はたおり実演会
と　き／１月９日（月）、27日（金）、

　　　　２月５日（日）、17日（金）

　　　　午後２時から

中央一丁目15-18

　　824-2928

市立博物館

　糸を紡ぐ、布を織る－布作りは古くから女性たちによって

担われてきました。奈良時代、土浦の地でつくられた麻布が

遠く離れた奈良の都に運ばれ、法隆寺に納められたことを皆

さんはご存知でしょうか。法隆寺に伝来した「調
ちょうふ

布」が、千年

の時を超えて土浦に里帰りをします。古代の布が、織りださ

れた地元に戻る奇跡に、ぜひお立ち合いください。

　また、かつて日本各地の農家では、女性たちが糸を紡いで

織り、家族の着物を仕立てる光景が当たり前にみられました。

博物館では、戦後まもなく失われたこの技術（はたおり）の伝

承活動を行ってきました。残された衣類とはたおり技術を通

して、女性の家事や暮らしぶりもご紹介します。

裁縫雛形
（東京家政大学博物館所蔵）

調布（奈良県法隆寺所蔵）

国指定重要文化財

中家郷の調布

　土浦周辺の
　はたおり技術と道具

　国指定重要有形民俗文化財

　渡辺学園裁縫雛形コレクション

イベント（いずれも事前申し込み不要。先着順）

平成24年１月７日（土）～２月19日（日）

土浦市立博物館第33回特別展・はたおり教室20周年記念

暮らしをささえる女性たち
 紡ぐ織る仕立てる繕う

1260年ぶりの里帰り！
　古代、土浦で織られた

麻布「調布」が1260年ぶりに

法隆寺から里帰りします。

暮らしを支えた女性たちの技術を、現代

の女性たちが調べ、受け継いできました。

　女性たちが学校で学んだ「裁縫雛形」（縫物の

見本）を特別公開します。
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≪土浦区域≫

■可燃ごみ

通常の収集日 年末の収集終了日 年始の収集開始日

月 ･木コース 12月29日（木） １月５日（木）

火 ･金コース 12月30日（金） １月６日（金）

水 ･土コース 12月28日（水） １月４日（水）

夜間コース 12月30日（金） １月６日（金）

■不燃ごみ

通常の収集日 年末の収集終了日 年始の収集開始日

月コース 12月26日（月） １月９日（月）

火コース 12月27日（火） １月10日（火）

水コース 12月28日（水） １月４日（水）

木コース 12月29日（木） １月５日（木）

金コース 12月30日（金） １月６日（金）

土コース 12月24日（土） １月７日（土）

夜間コース 12月26日（月） １月９日（月）

■分別収集（缶・ビン・古布・乾電池・ペットボトル・

モデル地区のプラスチック製容器包装）

通常の収集日 年末の収集日 年始の収集日

第１･３火コース 12月６日（火）、20日（火）１月10日（火）、24日（火）

第２･４火コース 12月13日（火）、27日（火）１月17日（火）、31日（火）

第１･３木コース 12月１日（木）、15日（木）１月５日（木）、19日（木）

第２･４木コース 12月８日（木）、22日（木）１月12日（木）、26日（木）

第１･３土コース 12月３日（土）、17日（土）１月７日（土）、21日（土）

第２･４土コース 12月10日（土）、24日（土）１月14日（土）、28日（土）

※新聞紙、ざつ紙、段ボールの収集日は、上記の前日

です。

※　　　　　の収集日は、通常より 1 週間遅れになっ

ていますので注意してください。

≪新治区域≫

■可燃ごみ

曜　　日 年末の収集終了日 年始の収集開始日

火 ･金 12月27日（火） １月６日（金）

■不燃ごみ・カン（地区により収集日が異なります）

地　　区 曜日 年末の収集終了日 年始の収集開始日

藤　　沢 月 12月26日（月）１月９日（月）

斗利出・山ノ荘 水 12月28日（水）１月４日（水）

■ビン・分別収集など

分　　類 曜日 年末の収集日 年始の収集日

茶色ビン 第１木 12月１日（木）１月５日（木）

無色ビン 第２木 12月８日（木）１月12日（木）

その他のビン 第３木 12月15日（木）１月19日（木）

ペットボトル

第１･３土
12月３日（土）

12月17日（土）

１月７日（土）

１月21日（土）
雑誌・紙パック・ざつ紙

古　　布

プラスチック容器
第２･４土

12月10日（土）

12月24日（土）

１月14日（土）

１月28日（土）新聞紙・段ボール

■粗大ごみ≪土浦区域・新治区域共通≫

　粗大ごみは、戸別有料収集か直接の持ち込みに

なりますので、集積場には出さないでください。

　戸別有料収集で出すときは、必ず事前に電話で

お申し込みください。

受付電話／826-4800

受付期間／月～金曜日　午前８時30分～午後５時

◎12月29日（木）から１月３日（火）までは受け付け

できません。年末に粗大ごみを出される方は、早

めにお申し込みください。

◉年末の収集終了後は、年始の収集開始日まで収集を行いません

　ので、集積場には出さないでください。

土浦区域…清掃センターは、12月31日（土）から１月３日（火）までごみの持ち込みがで

　きません。【12月30日（金）のごみの持ち込みは午後４時まで】

新治区域…新治広域環境クリーンセンターは、12月30日（金）から１月３日（火）までご

　みの持ち込みができません。【12月29日（木）のごみの持ち込みは午後４時30分まで】

ご み 収 集

 スプレー缶は、使い切ったことを確認の上、火の気のない所で穴を開けて捨ててください。危険！

年末年始の

　ごみ収集とし尿くみ取り
　年末年始は、ごみの収集日が変わります。また、土浦区域と新治区域は収集日が異なりますので、確認して計

画的に出してください。

　収集日以外の日にごみを出すと、ほかの方の迷惑になりますので絶対に出さないでください。

　 環境衛生課（826-1111　内線 2320、2444） 問
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■収集業者

㈱土浦関東商事（821-3793）……………………………

天川一・二丁目、荒川沖、荒川沖西一・二丁目、荒川沖

東一～三丁目、荒川本郷、粟野町、飯田、板谷一～七丁

目、今泉、大岩田、大手町、大町、沖新田、乙戸、乙戸

南一～三丁目、小山田一・二丁目、卸町一・二丁目、笠

師町、粕毛、霞ヶ岡町、上高津、上高津新町、烏山一～

五丁目、北荒川沖町、小岩田西一・二丁目、小岩田東一・

二丁目、国分町、小松ケ丘町、小山崎、桜ケ丘町、桜町

一～四丁目、佐野子、宍塚、下高津一～四丁目、城北町、

滝田一・二丁目、中央一・二丁目、都和一～四丁目、中

荒川沖町、永国、永国東町、永国台、中高津一～三丁目、

中高津、中都町一～四丁目、中貫、中村西根、中村東一

～三丁目、中、中村南一～六丁目、並木一～五丁目、西

並木町、西根西一丁目、西根南一～三丁目、東都和、東

並木町、東若松町、常名、富士崎一・二丁目、摩利山新田、

右籾、虫掛、紫ケ丘、矢作、若松町

㈱東栄商事（831-0450）…………………………………

有明町、生田町、おおつ野一～八丁目、沖宿町、川口一・

二丁目、神立町、神立中央一～五丁目、神立東一・二丁

目、木田余西台、木田余東台一～五丁目、木田余、北神

立町、湖北一・二丁目、小松一～三丁目、白鳥新町、白

鳥町、菅谷町、千束町、立田町、田中一～三丁目、田中

町、田村町、千鳥ケ丘町、手野町、東崎町、殿里、中神

立町、西真鍋町、蓮河原町、蓮河原新町、東中貫町、東

真鍋町、文京町、真鍋一～六丁目、真鍋新町、港町一～

三丁目、大和町

㈱スズキ（869-0106）、㈲県南（867-1228）…………

大志戸、大畑、小高、小野、小野沢辺東城寺入会地、上

坂田、沢辺、下坂田、高岡、田土部、田宮、東城寺、永井、

永井本郷入会地、藤沢、藤沢新田、本郷

■年末年始のし尿くみ取り日

土浦区域…くみ取り終了日：12月28日（水）

　　　　　　くみ取り開始日：１月４日（水）

新治区域…くみ取り終了日：12月30日（金）

　　　　　　くみ取り開始日：１月６日（金）

■くみ取り料金

１.定額制（普通便槽の一般世帯）

くみ取り回数
世帯割券
（260円）

人頭割券
（330円）

臨時券
（650円）

１か月に１回の世帯 １枚 人数分 －

２か月に１回の世帯 １枚 人数分×２か月 －

１か月に２回
以上の世帯

１ 回 目 １枚 人数分 －

２回目以降 － － １枚

２.従量制（特殊便槽などの一般世帯および事業所・営業所）

くみ取り回数 従量券（170円）

３か月以上に１回の世帯 18リットル／枚

※18リットル未満は、18リッ

トルとみなします。

簡易水洗など特殊便槽の世帯

事業所・営業所など

◉年末年始は大変混み合いますので、必ず「し尿くみ取り券」

を用意して、12月16日（金）までに収集業者に確認のうえお

申し込みください。

　浄化槽は、年１回以上の清掃が法律で定められ

ています。定期的な清掃を行い、浄化槽の適正管

理に努めてください。

市許可浄化槽清掃業者

土浦区域…㈱土浦関東商事（821-3793）

　　　　　　㈱東栄商事（831-0450）

　　　　　　㈲環境保全（0299-24-3106）

新治区域…㈱スズキ（869-0106）

　　　　　　㈲県南（867-1228）

し尿くみ取り
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●
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●
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●
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●
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●
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●
●
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●
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●
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●
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●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
● 浄化槽をお使いの方へ

　ごみ減量やリサイクル推進のため、生ごみ処理容

器を購入した方に補助金を交付しています。

補助内容／

生ごみ処理容器 補助台数 補助額上限

電　気　式 １世帯１基 20,000円

コンポスト、ＥＭぼかし容器など １世帯２基まで 4,000円／基

申込手順／①購入前に市環境衛生課へ電話、②生ご

み処理容器の購入、③同課で補助申請手続き

※申請時に領収書（原本）、はんこ、振込み先の分

かるもの（金融機関の通帳もしくはメモ）を持参

◎５年以内に同補助を受けた方は対象になりません。

　環境衛生課リサイクル推進係（内線2474）問

★生ごみ処理容器の補助制度

　臨時置場で回収している、地震で

壊れた住宅の瓦、ブロック塀、大谷

石の回収期間を延長します。

期　間／平成25年３月26日（火）まで

※年末年始（12月29日～１月３日）を除

く土・日曜日、祝日も実施します。

時　間／午前９時～午後５時

ところ／白鳥町最終処分場（白鳥町924－４）

※持ち込みの際、り災証明書（写し可）を持参してく

ださい。

環境衛生課ごみ対策係（内線2444）問

★東日本大震災の被害による
ごみの回収期間を延長します
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対象者／いずれも20歳以上の方

申込方法／希望講座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、

性別、電話番号を記入し、往復はがきを郵送または

官製はがきを窓口へ持参

※はがき１枚につき１教室の申し込み

申込締切／12月20日（火）（当日消印有効）

※定員を超えたときは抽選(申込人数が少数のときは、

中止になることがあります）

◎都合により日程などが変更になることがあります　

　   

　　　 土浦市ふれあいセンター「ながみね」

　　　 （〒300-0849　中村西根2078- １　830-5600）

講　座　名
曜 日

日　程
定　員

内　　容 用意するもの
時 間 受講料

水中ウォーキング
木曜日 １/12、19、26

２/２、９、16、23

３/１、８、15（10回）

20人 水中で楽しく体を動かすウォー

キングで、日頃の肩こりや腰痛

を予防・改善しましょう。

水着、水泳帽

バスタオル13：30～14：30 5000円

楽しく健康体操
金曜日 １/13、20、27

２/３、10、17、24

３/２、９、16（10回）

20人 ストレッチを中心にした、どなたで

も無理なくできる体操です。頭も

使って楽しく体を動かしましょう。

動きやすい服装

上履き、タオル

飲み物13：30～14：30 5000円

ふれあいセンターながみね 講座受講生募集

ワークヒル土浦講座受講生募集

　講　座　名 対　象 曜日 時　間 定員 受講料 開講日 回数

シェイプ＆エアロ 一般男女 火 10:00～11:15 35人 5000円 1/17 10回

簡単ボクササイズ＆骨盤矯正ストレッチ 一般男女 火 13:30～14:45 35人 5000円 1/17 10回

コンシャスヨーガ 一般男女 火 15:45～17:00 30人 5000円 1/17 10回

ベーシックエアロ火曜 一般男女 火 19:00～20:15 35人 5000円 1/17 10回

ベーシックエアロ水曜 一般男女 水 9:45～11:00 35人 5000円 1/11 10回

ベビー＆ママエアロ ３～10か月児とその親※１ 水 11:30～12:30 30組 5000円 1/11 10回

陶芸教室昼間コース 一般男女 水 13:00～15:00 20人 7000円 1/11 10回

ピラティス＆エアロ 一般男女 水 19:00～20:15 35人 5000円 1/11 10回

陶芸教室夜間コース 一般男女 木 18:30～20:30 20人 7000円 1/12 10回

親子リズムエアロⅠ ２、３歳児とその親 金 9:30～10:45 30組 5000円 1/13 10回

親子リズムエアロⅡ １歳児とその親※２ 金 11:00～12:15 30組 5000円 1/13 10回

ボディメイクヨガ 一般男女 金 13:30～14:30 35人 5000円 1/13 10回

チビッ子体操 ４～７歳児 金 16:30～17:30 15人 　10000円 1/13 10回

リズム＆リフレッシュ体操 一般男女 金 19:00～20:15 35人 5000円 1/13 10回

申込方法／希望講座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、

性別、電話番号を記入し、往復はがきを郵送または

官製はがきを窓口へ持参

※親子講座はお子さんの氏名（ふりがな）、年齢、性別

も記入してください。

※はがき１枚につき１人（組）１講座の申し込み

申込締切／12月20日（火）（必着）

※定員を超えたときは抽選(申込人数が少数のときは、

　中止になることがあります）

※受講料には保険料、教材費が含まれます。

　　 ワークヒル土浦

　   （〒300-0027 木田余東台四丁目１-１ 826-2622）

※１ 首がすわっているお子さんが対象　　　※２ 歩行可能なお子さんが対象

ワークヒル土浦　第３回講座受講生募集
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12月生まれ

お誕生日おめでとう　

二人いつも仲良くね

酒井陽
ひ ら

楽ちゃん

（大畑）

お誕生日おめでとう
明るく元気に育ってね

パパ・ママより

明間きらりちゃん

(沢辺)
飯村祥

しょうご

伍ちゃん

(湖北一丁目)
阿久津丈

た け お

雄ちゃん

(中高津二丁目)

丈夫が一番!!
たくさん食べて
楽しく遊ぼうね♪

中村逸
い つ き

樹ちゃん

(富士崎一丁目)

生まれて来てくれて
ありがとう

逞しく育って下さい

お誕生日おめでとう　
素敵な笑顔を

たくさんみせてね!!

倉持風
ふ う が

俄ちゃん

(桜ケ丘町)

大山守
し ゅ り

理ちゃん

（西根西一丁目）

お誕生日おめでとう！

これからもかわいい笑顔を
たくさん見せてね☆

野口来
ら い き

輝ちゃん

(下高津四丁目)

毎日 たくさんの笑顔と

幸せをありがとう

加藤大
た い が

雅ちゃん

(神立東二丁目)
石井音

お と わ

羽ちゃん

（川口二丁目）

Happy Birthday
たくさんの笑顔をありがとう
ステキな女の子になってね！

パパ・ママより

可愛い笑顔をありがとう☆

一緒に成長していこうね！

※掲載した氏名、住所などの個人情報は、この広報紙以外では使用しません。

お誕生日おめでとう♪
元気で大きくなるんだよ!!
パパ・ママ・和奏・柚花
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直井陽
は る か

香ちゃん・智
と も か

香ちゃん

（荒川沖東二丁目）

　市立幼稚園では、平成24年度

からの新入園児を随時募集して

います。

名　称 住　所 電話番号

土 浦 幼 稚 園 文京町９－６ 821-0796

土浦第二幼稚園 富士崎二丁目１－ 46 821-1310

都 和 幼 稚 園 板谷四丁目714－７ 831-3735

大岩田幼稚園 小岩田東二丁目18－４ 824-3430

新 治 幼 稚 園 沢辺1423－４ 862-3507

募集園児／

５歳児（１年保育）…平成18年４月２日

　　　　　　　　　　　　　～19年４月１日生まれ

４歳児（２年保育）…平成19年４月２日

　　　　　　　　　　　　　～20年４月１日生まれ

願書受付／入園希望の幼稚園に直接

受付日時／月～金曜日（祝日を除く）

　　　　　午前８時30分～午後５時

各市立幼稚園、学務課（826-1111　内線5109）問

　パスポートの発行には、申請してから８日間以上

（閉庁日は含まない）を要します。年内にパスポート

交付を希望されるときは、12月16日（金）までに申請

する必要がありますので、ご注意

ください。

　なお、12月19日（月）に申請した

ときは、平成24年１月４日（水）の

交付（予定）になります。

申請・交付場所／市民課パスポート窓口

受付日時／

申請…月～金曜日（祝日、年末年始を除く）

　　　　午前８時30分～午後４時45分

交付…月～金・日曜日（祝日、年末年始を除く）　

　　　　午前８時30分～午後４時45分

　市民課（826-1111　内線2007）

年末年始の申請はお早めに!!

問

パスポート 平成

24年度 市立幼稚園新入園児募集市立幼稚園新入園児募集

きぃちゃん１歳おめでとう!!
笑顔でキラキラパワー

全開だぁ!!
　パパ・ママ・じぃじ・ばぁば　
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２月で１歳になる
　 赤ちゃんを募集！！
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柏崎恭
きょうへい

兵ちゃん

（乙戸南三丁目）

いっぱい笑って
いっぱい遊んで

大きくなってね☆

酒井菜
な つ き

月ちゃん

(大畑)

お誕生日おめでとう！
笑顔いっぱいの

女の子になってね　

伊藤聖
せ い き

輝ちゃん

（中神立町）

世界で１番カッコイイぞ！
聖くんの笑顔が
だぁいすき　

萩谷美
み れ い

玲ちゃん

(港町一丁目)

１歳おめでとう♪
これからも

元気な笑顔を見せてね

軽部亜
あ み

実ちゃん

(中村南四丁目)
立元凛

り ん た ろ う

太郎ちゃん

(中村南二丁目)

１歳おめでとう！
これからもお兄ちゃんと

いっぱい遊ぼうね！
パパ・ママ・柊誓より

桑原翔
と む

夢ちゃん

(中央二丁目)

Happy Birthday
かわいい笑顔が大好き

元気に育ってね

★HAPPY BIRTHDAY★
たくさん笑って

素敵な女の子になってね★
パパ・ママより

高森七
な な み

海ちゃん

(西根南二丁目)

布施実
み さ き

咲ちゃん

（小岩田西一丁目）

わが家に生まれた

☆かわいい天使☆

元気にすくすく育ってね！

川崎瑛
え い と

偉斗ちゃん

(小岩田東一丁目)

１歳おめでとう　
元気に育ってね　

えいちゃん大好き　　
パパ・ママ・いぶきより

風間　蓮
れん

ちゃん

(木田余東台一丁目)
手塚柚

ゆ ず き

希ちゃん

（藤沢）

生まれてきてくれて
ありがとう

これからもよろしくね　

お誕生日おめでとう　
これからも

すくすく育ってね

申込方法／①誕生日、②住所、③氏名（ふりがな）、④電話番号、⑤一言（20文

字程度）を記入のうえ、写真を添えて広報広聴課へ郵送、メール（kouho@city.

tsuchiura.lg.jp)または直接。

申込締切／12月28日（水）

※２月上・中旬号に分けての掲載となります。なお、応募写真は返却できません

ので、ご了承ください。

つちまるグッズが好評発売中！

　ぼくのキャラクターグッズが、土浦市観光協会や

土浦駅東口のきらら館などで販売中です。

　次はどんなグッズができあがるか、楽しみに待っ

ててね！

市ホームページ「つちまるの部屋」

http://www.city.tsuchiura.lg.jp/index.php?code=2937

■携帯ストラップ……300円

■ピンバッジ…………300円

■エコバック…………500円

高野優の元気になる講演会

◆平成24年１月28日（土）

　午後２時～４時

◆県南生涯学習センター
　　　（ウララビル５階）

定　員／450人（定員を超えたと

きは抽選）

申込方法／申込書に必要事項を

記入し、往復はがきに貼付し郵送

※申込書は、ホームページ（http://members3.jcom.

home.ne.jp/kodomo-doushin/）からダウンロード

できます。

申込締切／12月20日（火）（必着）

◎１歳以上４歳未満幼児の託児および４歳以上就学

前幼児向けの映画上映あり（それぞれ要予約）

　　 子ども家庭支援センター「どうしん」

　　（〒300-0061　並木三丁目18‐５　824-3715）

子育てセミナー2012

～子は育ち、親も育つ
　　　楽しまなくっちゃもったいない！～

お誕生日おめでとう!!
元気にすくすく育ってね　
パパ・ママ・翼・祐・ばぁばより
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■控除証明書に関しては、　　 　　　

　　　　　「控除証明書専用ダイヤル」へ

 お得＆便利なお知らせ お得＆便利なお知らせ

問 国保年金課国民年金係（826-1111　内線2290）問

■土浦年金相談センターをご利用ください　厚生年金の請求、受給資格の確認、年金額の照会、
その他年金に関する相談などの業務を行っています。
予約専用電話で相談時間の予約をすれば待ち時間も無
く便利です。
予約専用電話／825-2300所在地／桜町一丁目16－12　住友生命土浦ビル３階相談時間／月～金曜日（祝日、年末年始を除く）　　　　　午前８時30分～午後５時

⑱得 口座振替での前納はお得です!!
　国民年金保険料は、月額15,020円で年間では180,240円
になります。年間分を一括で４月末日までに前納した場合
は、177,040円で3,200円の割引になります。さらに、口座
振替で前納した場合は176,460円で3,780円の割引になり大
変お得です。新たに24年度の保険料を口座振替での前納
を希望される方は、口座振替を希望する金融機関で平成
24年２月末日までに手続きをしてください。手続きには、
年金手帳、預金通帳、銀行の届出印が必要です。
注：保険料、割引額等は23年度の価格です。

⑱得 所得から控除できてお得です!!

　国民年金保険料は、国民健康保険税、後期高齢者医

療保険料（長寿医療保険料）、介護保険料とともに、社会

保険料として所得から控除することができます。控除を

受けるためには、所得の申告の際に11月上旬に日本年金

機構から送付された控除証明書か領収書を持参してくだ

さい。

※10月以降に初めて保険料を納付した方には、翌年２月

上旬に「控除証明書」が送付される予定です。

⑱得 付加保険料はお得です!!

　国民年金の付加保険料は、月額400円を定額保険料（月

額15,020円）に加えて納める制度です。将来の年金受給金

額が、年額で200円×付加保険料納付月数分だけ上乗せ

になります。60歳以降で任意加入されている方も納付す

ることができます。付加保険料の納付を希望される方は、

年金手帳とはんこを持参し、市国保年金課国民年金係で

手続きをしてください。

注：国民年金基金に加入している場合は、手続きができません。

　「控除証明書」の内容に関する照

会や再発行は、控除証明書専用ダ

イヤル0570-070-117をご利用く

ださい。

　　　（平成24年３月15日まで）

■電話での年金相談は「ねんきんダイヤル」へ

　年金の請求に関する相談や年金を受けている方の相

談、各種証明書の再発行を行っています。

　一般の固定電話は、市内通話料金でご利用できます。

専用電話／0570-05-1165（
いいろうご）

相談時間／月～金曜日…午前８時30分～午後５時15分

　　　　　毎月第２土曜日…午前９時30分～午後４時

※祝日、年末年始を除く。月曜日が祝日のときの火曜

日は午後７時まで
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