TARUI information
まちのお知らせ

第52回垂井町展
（一般の部）

J-ALERTでの全国一斉
情報伝達訓練

違法な不用品回収業者
を利用しない

一般公募の芸術作品と併せて審査員

J-ALERTは、大規模地震や他国から

トラックや空き地での不用品回収

と委嘱者の作品も展示します。
「少年

の武力攻撃など緊急事態が発生した

や、不用品回収のチラシを投函して

の部」は、12月に開催します。

場合に、国が発信した緊急情報を町

いる業者の多くは、町の許可を得ず

▶と き／10月23日(土) ～ 31日(日)

の防災行政無線で自動的に放送し、

に行っています。違法な業者により

町民のみなさんへ一斉かつ瞬時に伝

回収された不用品は、不法投棄や海

達するシステムです。

外に輸出されるなど、不適正に処理

▶と き／ 10月６日（水）

されています。また、無料で回収す

午前９時～午後５時
※23日(土)は午前10時30分から
31日(日)は午後３時まで

▶展示内容／日本画、洋画・デザイン、
書、彫塑工芸、写真
問 町文化会館

法／町内の防災行政無

な料金を請求されたというトラブル

線と戸別受信機（各自治会

も発生しています。廃棄物の不適正処

長配付）による放送

理は、環境汚染や健康被害につなが

▶方

練習室１-４

☎23-1010

ると言っていたにもかかわらず高額

午前11時

▶ところ／町文化会館 小ホール、

問 企画調整課

生活安全係

りますので、適正な処分をお願いし
ます。

☎22-1152

問 住民課

四季のコンサート
～秋晴れのひととき～

午後１時30分～３時40分

・吟舞道至誠流（詩吟）

野焼き（野外焼却）
は禁止

語りませんか。託児があります。

野焼き（野外焼却）は、構造基準を

▶と き／10月28日(木)

満たした焼却炉で適正に焼却する場

午前10時から

合を除き、法律で禁止されていま

▶出 演／
・千寿会（箏演奏）

☎22-7510

垂井の未来の子育てについて町長と

▶と き／11月６日(土)
▶ところ／町文化会館 小ホール

たるい未来トーク

環境衛生係

▶ところ／子育て支援センター
さくらんぼ(垂井東こども園内)

時など一部例外とされている場合も
ありますが、住宅付近や他の人の迷

・レイナホク（フラダンス）

▶定

・ミックスクラブ（ギター演奏）

▶申込期限／10月15日(金)

惑となる場合などには、消火をお願

申・問 企画調整課

いしています。

▶入場料／無料
問 町文化会館

☎23-1010

員／８人(先着順)

す。農業を営むためにやむを得ない

☎22-1152

地域振興係

問 住民課

環境衛生係

☎22-7510
【有料広告】
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町では財源確保のため、有料広告を掲載しています。
2021.10

8

国民年金Ｑ＆Ａ
障害年金をもらっている場合、将来の年金は？

男女共同参画社会の
実現を目指して
就労・子育てに関する
講座（キャリ☆ナビ）
（オンライン形式）

Ｑ．20歳から30歳まで厚生年金に加入し、自営業の夫と結婚しました。現在、
54歳、40歳から２級の障害基礎年金を受給中です。30歳から40歳の間は国

◀詳細はQRコードから

民年金保険料を納めてきました。障害年金と老齢年金は同時に受け取れな
いと聞いたのですが、将来、自分の年金はどのようになりますか？
Ａ．最も有利な年金の選択が可能です。
障害基礎年金１級、２級の人は国民年金保険料の法定免除の対象となり、
申請することによって保険料が全額免除となります。65歳になると、老齢
基礎年金を受給できるようになりますが、障害基礎年金と両方を受給する
ことはできません。どちらかの基礎年金を選択する必要があります。
障害基礎年金２級の受給額は、老齢基礎年金の満額（20歳から60歳まで40年
間納めた人の金額）と同額です。ただし障害年金は症状の改善によって支給
停止になることもあるため、申し出していただくことで一般の人と同様に

開催日

内

容

断る人は誠実な人
10/14（木）～気まずくならない断
り方を身につけよう～
あなたはどのタイプ？
11/12（金）～生活シーンから考え
る適職診断～
マイナスをプラスに
12/10（金）～気づかなかった長所
を知る～

保険料を納付することも可能です。事前の試算や相談で、ご不安の軽減を
試みてください。
問 大垣年金事務所

1/14（金）

☎78-5166

音声案内①→②を選択

もう一度働くには～こ
ころの準備をしよう～

言いにくいことを言う
2/10（木）に は ～ コ ミ ュ ニ ケ ー
ション力アップ～

自衛官等を募集

▶開催時間／午前10時～ 11時
募集種目

高等工科
学校生徒

受験資格

推薦

受付期間

11月１日
１月８日～11日
男子で中卒（見込含） ～12月３日 のうち１日
17歳未満の者

一般

11月１日
１月22日、23日
～１月14日 のうち１日

大垣地域事務所 ☎73-1150
〒503-0015 大垣市林町５ -１８ 光和ビル２階
https://www.mod.go.jp/pco/gifu/

午後２時～３時

１次試験日

▶対 象／県内在住者
▶定 員／８人(申込多数の場合抽選)
▶参加費／無料
▶申込方法／開催日１週間前までに
FAXまたはメール

問 自衛隊岐阜地方協力本部

申・問 県男女共同参画・女性の活躍支

【有料広告】
町では財源確保のため、有料広告を掲載しています。
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身体障害者相談員
による巡回相談

里親登録個別相談会

知的障害者相談員
による相談

県では、生みの親の事故、病気や離

身体に障がいがある人の身体障害者

知的障がいの人やその家族の悩み・

婚などにより家庭で暮らせなくなっ

手帳、補装具、生活など各種相談に

相談に応じます。相談は無料で秘密

た子どもたちを、親に代わって養育

応じます。相談は無料で秘密は固く

は固く守られますので、安心してご

する里親を募集しています。里親に

守られますので、安心してご相談く

相談ください。

ついての個別相談会を開催します。

ださい。

▶と

相談会は予約が必要です。

▶と

▶と

き／10月９日（土）

午前10時～正午

午前10時～正午

き／10月９日（土）

▶ところ／栗原地区まちづくりセンター

午前10時～午後２時
（１世帯30分程度）

問 身体障害者相談員

▶ところ／西濃子ども相談センター

き／10月８日（金）

▶ところ／町福祉会館
問 健康福祉課

障がい福祉係

☎22-7520

角田

☎22-4109
新はつらつ職場づくり宣言

問 西濃子ども相談センター

登録事業所を募集

ぎふ清流レクリエーション
フェスティバル2021

☎78-4838

ペタンク大会
大垣労働基準監督署と

いぶき苑
おもちゃ図書館（要予約）
テントの中で家族ごとに遊べます。
楽しいイベントが盛りだくさんです。
▶と

き／10月24日（日）

▶と

員／10組（先着順）
（希望者のみ飲食代100円）

申・問
特別養護老人ホームいぶき苑別館

を募集しています。「新はつらつ職

午前９時～正午
▶ところ／朝倉運動公園

▶編

▶参加費／無料

り宣言」の登録事業所

き／10月31日（日）
自由広場

象／小学３年生以上で、町内

▶ところ／いぶき苑敷地内
▶定

「新はつらつ職場づく

誰もが楽しめる球技です。

▶対

午前10時～正午

ハローワーク大垣では

ペタンクは、子どもから高齢者まで

場づくり宣言」は、働き方改革の取
組を労使で宣言し、岐阜労働局に登

に在住・在勤・在学の人

録するものです。登録すると、働き

※未成年者は保護者同伴

やすい職場環境の改善に取り組む事

制／１チーム３人

業所であることと、その内容がPRさ

▶参加料／無料

れます。詳細は岐阜労働局ホーム

▶申込期限／10月15日（金）

ページをご覧ください。

申・問 生涯学習課 スポーツ振興係

問 大垣労働基準監督署 ☎78-5184

ハローワーク大垣

☎22-1154

☎22-5701

☎73-8609
【有料広告】

国民健康保険・後期高齢者医療保険
傷病手当金の適用期間を延長
新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いに
より勤務することが困難で、事業主から給与を受け取
ることができない場合に支給される傷病手当金の適用
期間を12月31日まで延長します。
問 住民課

頑固な

保険年金係

☎22-7509

UV

カット
抗菌
防臭
吸汗
速乾

コロナ菌の 裏メッシュ体操服
予防対策に。よく売れています。

令和4年度
不破中・北中

早期ご予約セール開催中

府中小学校・岩手小学校６年生の保護者様へ
令和４年より「垂井北中」のジャージが新しくなります。キャンパスが推奨したKanko（カンコー）の
ブランドに決まりました。店内に商品サンプルがございます。お気軽にご見学どうぞ！

・富士ヨット・TOMBOW
学生服・セーラー服 垂井地区取扱専門店

スクール＆シューズショップ

取扱い学校 不破中学校・北中学校・各小学校

（垂井・合原・岩手・表佐・東・府中・宮代）

〒503-2122 不破郡垂井町表佐506-1 TEL・FAX 0584-23-4100
町では財源確保のため、有料広告を掲載しています。
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