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　中国語の基本と応用を学び
ながら、日本と中国の文化交
流を図る「中国語教室」の受
講生を募集します。お気軽に
お申し込みください。
■期間／
　５月８日（日）から来年３月
　までの第２・４の日曜日
■１日の受講内容／
　《応用》
　 午後１時 30 分～２時 20 分
　《中国語の歌練習》
　 午後２時 20 分～２時 40 分
　《基礎》
　 午後２時 40 分～３時 30 分
■場所／
　気仙沼中央公民館条南分館
■受講料／ 3,000 円程度
■定員／ 20 名
■講師／熊谷 張焱氏（中国出身）
※事前に申し込みが必要です。   
　詳しくはお問い合わせくだ
　さい。
■申し込み・問い合わせ先／
　気仙沼中央公民館
　tel：22-6760

険に加入した場合は、自動的
に脱退の手続きは行われない
ため、ご本人による脱退の届
出が必要となります。
　届出をしないと、国保税と
他の健康保険の保険料を二重
に払うことになりますので、
忘れずにお手続きください。
■届出が必要になる一例／
国保に加入している人が、
・他の健康保険に加入したとき
・他の健康保険の被扶養者に
　なったとき
・他の市区町村に転出したとき
■注意点／
　国保の資格がなくなってか
ら国保の保険証を使用して受
診すると、市が医療機関など
に支払った医療費を返還して
もらうことになります（さかの
ぼる期間や療養の内容により、
高額になる場合があります）。
　新たに加入した健康保険証
が交付されるまでに医療機関
を受診する場合は、保険の切
り替え中であることを伝え、
新しい保険証が交付されたら
受診中の医療機関などにすみ
やかに提示してください。
■手続き・問い合わせ先／
　市保険課 国保賦課係・医療
　給付係

tel：22-6600 内線 371、372、
376、377

※唐桑・本吉総合支所市民生
活課、大島・階上出張所で
も手続きできます。

　学生の方も、20 歳になった
ら国民年金に加入し、保険料
を納める義務がありますが、
所得が少ないなど、国民年金
保険料の納付が困難な場合に
は、納付が猶予される「学生
納付特例制度」を申請するこ
とができます。
■対象となる条件／
　大学（大学院）、短大、高等

■期間／５月 25 日（水）開講
式から来年２月まで

※８月を除く月１回の開催　
　開講式で年間スケジュール
　をお配りします。
■時間／午前９時～正午
■場所／気仙沼中央公民館ほ
　か市内各所
■対象／転勤や結婚で市内に
　転入した女性
■内容／市内の観光地や施設
　の見学、調理実習など
■受講料／年間 3, 000 円
※材料費など別途負担してい
　ただく場合があります。
※年間を通じて受け付けます。
■申し込み・問い合わせ先／
　気仙沼中央公民館
　tel：22-6760

　国民健康保険（国保）に加
入している方が勤務先の変更
などの事情により他の健康保

学校、専修学校、専門学校な
どに在学する20歳以上の方
で、学生本人の前年所得が
118万円以下（扶養親族があ
る場合は変わります）の場合。
■手続きに必要なもの／
　年金手帳、印鑑、在学期間の
分かる在学証明書（原本）または
学生証の写しをご持参下さい。
■注意点／
　学生納付特例が承認された
期間は老齢基礎年金を受け取
るために必要な期間には含ま
れますが、年金の額には反映
されません。年金額に反映さ
せるためには、10 年以内であ
れば保険料をさかのぼって納
めることができる「追納制度」
がありますので、ご利用をお

治会や商店会、市民グループ
などの団体が共同作業で行う
花壇作りに対して、花苗をあっ
せんします。
■花の種類／ベゴニア、サル

ビア、マリーゴールド、イン
パチェンス（全300箱限定）

■価格／1,000円（１箱24本入り）
※代金は、配達時に花苗と引
　き替えでいただきます。
■配達日／６月上旬～（予定）
■申し込み期限／５月20日（金）
■問い合わせ先／
　市都市計画課　緑化推進係
　tel：22-6600　内線 388

勧めします。
　また、申請できる期間は、
過去２年１ヶ月前の月分まで
となりますので、申請してい
ない期間のある方は、お問い
合わせ下さい。
■問い合わせ先／
〇石巻年金事務所
　tel：0225-22-5117
〇市民課 国民年金係
　tel：22-6600　内線 365
〇唐桑総合支所 市民生活課
　tel：32-3130　内線 242
〇本吉総合支所　市民生活課
　tel：42-2600　内線 324

　市緑化推進協議会では、自

くま     がい       ちょう  えん
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募集募集

「中国語講座」の受講生を
  募集します

ご案内・お知らせご案内・お知らせ

国民健康保険を脱退する
ときは届出が必要です

国民年金保険料学生納付
特例制度のご案内

　多くの市民に親しまれている安波山を、四季を通じて
親しみと潤いを実感できる山に築きあげようと、ヤマツ
ツジを植樹します。ぜひご家族で参加ください。
■日時／５月 22 日（日）午前 10 時～
■場所／安波山
■集合場所／安波山中腹駐車場（竜の階段付近）
■準備するもの／
　水（ペットボトル２Ｌ程度）、　
　植樹用具、飲料水
※事前申し込み不要
■問い合わせ先／
　市都市計画課　緑化推進係
　tel：22-6600　内線 388

第14回「安波山植樹事業」への
参加者を募集します
第14回「安波山植樹事業」への
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認知症  みんなで知ろう！学ぼう！支えよう！
～その１～

■問い合わせ先／ 
〇市地域包括支援センター
　《担当地域》気仙沼・松岩・新月・階上・面瀬
　八日町一丁目１番１号
　tel：22-6600　内線 418、419
〇市北部地域包括支援センター
　《担当地域》唐桑・鹿折
　唐桑町石浜 282 番地 77
　tel：25-9755

夏花壇用花苗をあっせんします

　認知症は、病名ではなく、様々な原因によって
脳の病的変化が起こり、認知機能が日常生活に支
障が出るほど低下した状態です。
　右のような行動が目立ち始めたら、担当地区の
地域包括支援センターに相談しましょう。
　これは、ほんの一例です。「もの忘れ = 認知症」
ということではなく、認知症の中には、幻視のた
め、人・虫・小動物などがはっきりと見えるよう
な症状が出るものもあります。歳をとったから
しょうがないと思わず、早めにご相談してください。

　認知症は、高齢になればなるほど発症する可能性が高まります。特定の人に起こるもの
ではなく、歳をとれば誰にでも起こりうる身近なものと考えた方がよいでしょう。
　今月から始まるこちらのコーナーでは、隔月で認知症についてご紹介します。認知症を
他人事ではなく、自分のこととして少し考えてみませんか。

□約束をよく忘れるようになった。
□身だしなみに気を使わなくなった。
□趣味や好きなテレビに興味を                 
    持たなくなった。
□今日の日付が分からなくなった。
□些細なことで怒りっぽくなった。

Check

〇市南部地域包括支援センター
　《担当地域》本吉
　本吉町津谷松岡 106 番地
　tel：31-1052
〇市大島地域包括支援センター
　《担当地域》大島
　廻館 55 番地２
　tel：25-8570

暮らしの情報暮らしの情報
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　水（ペットボトル２Ｌ程度）、　
　植樹用具、飲料水
※事前申し込み不要
■問い合わせ先／
　市都市計画課　緑化推進係
　tel：22-6600　内線 388

第14回「安波山植樹事業」への
参加者を募集します
第14回「安波山植樹事業」への
参加者を募集します

「転入奥様のためのけせんぬま
   講座」の受講生を募集します


