イベント ☆ 募集 ☆ お知らせ

孝昌︵５歳・総社︶

田村 友里
︵小学４年・加茂町青柳︶

（応募 29人、正解 29人）

市長公室行

必ず自分の氏名と住所︑電話番号
を書いてください︒応募いただいた
お便りは広報紙やホームページで紹
介させていただくことがあります︒

４月号の正解 しあわせ

歳以上の人の介護保険料
平成 年度介護保険料額が決まりました︒
通知書は６月中旬に発送します︒
保険料額の決め方は？

納付方法は？

32-2152

尾上 友美
︵小学５年・西吉田︶

荒田 佳菜子
︵小学３年・小原︶

ペンネーム・すまいりぃ
︵中学１年・勝部︶

とき ６月 日㈫
問い合わせ先 洋学資料館
‐３３２４
見に来てください

男女共同参画週間パネル展

江原幸男さん、佐藤眞子さん、
中山善彦さん
ファクス

宮西

宮西 庸透
︵小学６年・総社︶

宮西 良季
︵小学４年・総社︶

変更になりました

人やものづくりが好きな人は
振るって参加してください。
とき ６月 日㈯午後１時
分～
※コンテストは 月４日㈰
ところ 津山工業高等専門学
校
応募資格 小中学生の部＝小
中学生、高校一般の部＝高
校生以上
問い合わせ先 ザ・チャレン
ジ実行委員会事務局（商工
観光課内）
‐２０８１

18

精神保健福祉関係窓口
精神科通院の自立支援医療
費、精神障害者保健福祉手帳、
ホームヘルプなど保健福祉サ
ービスの申請窓口が健康増進
課から社会福祉事務所障害福
祉課に変わりました。併せて
サービス利用の相談、本人や
家族の相談にも応じます。
問い合わせ先 障害福祉課
市
(役所１階８番窓口）
‐２０６７

65

第５ 本人が市民税課税者で、前年の所
64,020円
段階 得が200万円未満の人
3
第６ 本人が市民税課税者で、前年の所
32
76,820円
段階 得が200万円以上の人

洋学資料館

７月10日（火）当日消印有効
当選者は８月号で発表
はがき

歳以上で老齢（退職）
年金・遺族年金・障害年金
を年額 万円以上受け取っ
ている人は、年金から引か
れます。
このほかの人は、市が送
付する納付書で市内金融機
関（郵便局を除く）の窓口
で納付してください。口座
振替を利用すると、郵便局
を含む金融機関の口座から
引き落とすことができます。
問い合わせ先 高齢介護課
‐２０７０
17
第４ 本人は市民税非課税者で、世帯に
51,220円
段階 市民税課税者がいる人

介護保険料は、賦課期日
４
( 月１ 日または資格取得
日）の世帯状況をもとに、
本人の前年の所得や同一世
帯員の市民税課税状況から
決定します。なお、平成
年の地方税法改正により市
民税課税世帯となった人に
は、 年度も引き続き経過
措置があります。
また、賦課期日後に世帯
構成の異動があっても、そ
の年度の保険料は変わりま
せん。
第３ 市民税非課税世帯の人で、第2段
38,410円
段階 階に該当しない人

参加チーム募集

臨時休館のお知らせ

市民税非課税世帯の人で、本人の
第２
前年の課税年金収入額と合計所得 25,600円
段階
金額の合計額が80万円以下の人

▼

津山ロボットコンテスト
競技説明会

締め切り

市役所への
お便りは…
お便りは
…

① 答え ② 記事の感想や市政へのご意見 ③
正解者の中から抽選で５人に当たるⒶ〜Ⓒ
の記念品の中から１つを書いてください。
記念品 Ⓐ図書カード Ⓑグラスハウス
無料入場券 Ⓒあば温泉無料入湯券
●高校生まで●色は白黒（鉛筆は不可）●必ずはがきで
応募し、学年（年齢）を書く（ペンネームも可）●採用さ
れた人には記念品を贈呈します

当選者 有木茂さん、池上尚志さん、

meyasu@city.
tsuyama.
okayama.jp

保険料の所得段階区分が第１段階から第３
段階の人で収入が少なく保険料を納めること
が非常に難しい人は、保険料の減額を受けら
れることがあります。詳しくは保険料通知書
に同封している案内をご覧ください。

人権が尊重され、性別によ
って生き方や選択の幅を狭め
ることなく、男女が対等なパ
ートナーとして個性を発揮で
きる社会を目指しましょう。
男女共同参画週間にちなみ
パネル展を行います。ぜひご
覧ください。
とき ６月 日㈯～ 日㈮
ところ 地 域 交 流 セ ン タ ー
ア(ルネ・津山４階）
問い合わせ先 男女共同参画
センター「さん・さん」
‐２５３３
手続きをお忘れなく

児童手当受給者の現況届

応募方法

19

（敬称略）

児童手当を受給中の人は、
６月 日㈮までに必ず現況届
を提出してください。
※金曜日は午後７時まで
問い合わせ先 こども課（市
役所１階９番窓口）
‐
２０６５

問
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○に入るカタカナ２文字は？
19

第１ 市民税非課税世帯で老齢福祉年金 25,600円
段階 受給者、または生活保護受給者

3
3

65

保険料

30

あて先は見本
のとおりに書
くだけでＯＫ

減額制度もあります

29

3
32

（年額）

対 象 と な る 人

26

23

▼
▼

黒木キャンプ場の近くにある
○○の夫婦滝
所得
段階

23

31

29

3
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▼
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▼

学4年・志戸部）
▲ペンネーム・眸（小
▼

23

3
32

▼
肥満や生活習慣病の増加、
｢食｣を大切にする心の欠如など、
食をめぐる現状はたくさんの問
題を抱えています。
｢食育」とは、｢食」に関する
知識や「食」を選択する力を育
てることで、生涯にわたって健
全な心身を培い、豊かな人間性
を育むことです。
６月は「食育月間」。また毎
月19日は「食育の日」です。こ
れを機会に、家族そろって楽し
く食卓を囲んだり、自分の食生
活を振り返ってみるなど、でき
ることから食育に取り組みまし
ょう。
問い合わせ先 健康増進課332
‐2069

展示室・収蔵庫の所蔵資料
を虫食いやカビなどから守る
「 く ん 蒸 作 業 」 の た め、 臨 時
休館します。

みんなで食育に取り組みましょう

手作りロボットでサッカー
をするロボットコンテストに
参加してみませんか。説明会
を開催しますので興味がある

６月は「食育月間」

