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市政だより
日 日時  場 場所  内 内容  対 対象  定 定員
持 持参物  申 申込  問 問い合わせ

市民と市長と気楽にトーク
■定例開催（申込不要）
日場

▼７月１２日㈫
　10:30～ 12:00 ／平郡東公民館
　12:45～ 14:15 ／平郡西集会所
▼７月１９日㈫ 18:30 ～ 20:00
　／伊陸公民館

▼７月２１日㈭ 18:30 ～ 20:00
　／神代学習等供用会館
※広報やない６月９日号でお知ら
せした以下の日程が変更となり
ました。ご注意ください。
▼６月２９日㈬ →８月５日㈮
　18:30 ～ 20:00
　／遠崎学習等供用会館
問政策企画課
　☎㉒２１１１内線４７１

グループ・サークル紹介
市内各公民館などで生涯学習活動
を実践している自主グループのパ
ンフレット（平成２８年度版）を作
成しました。
あなたも生活を豊かにする活動を
始めてみませんか。
○配布場所　市内各公民館、市体
育館、市図書館、市生涯学習・
スポーツ推進課
※生涯学習・スポーツ推進課ホー
ムページにも掲載しています。

問生涯学習・スポーツ推進課
　☎㉒２１１１内線３３５

お知らせ

活断層と大地震
～次の大地震に備える～

第１３回柳井ひとづくりアカデミー（講演会）

7/13水 18:30 ～ 20:00（開場 18:00）
会場　アクティブやない
入場無料・申込不要

講師プロフィール
昭和 26 年（1951）萩市生まれ。萩高等学校、九州大学理
学部地質学科卒業、名古屋大学大学院理学研究科修了。
理学博士（名古屋大学）。電力中央研究所研究員、岐阜大
学教授、山口大学大学院理工学研究科教授を歴任。
専門は応用地球科学（構造地質学、応用地質学）。主な研
究内容は山口県の活断層と地震、西南日本の造構学。

元山口大学教授（構造地質学）
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▼会場スクリーンでの要約筆記（文字通訳）があ
ります。
▼聴講にあたり、配慮等が必要な人はあらかじ
めご相談ください。

○主催　柳井市
●問い合わせ
　政策企画課　☎㉒２１１１内線４７１

1995 年の阪神・淡路大震災から始まった「平成の地震活
動期」を生き延びるために、活断層と大地震の関係を知り、
次に起きる大地震に備える。
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後期高齢者医療保険料の
通知書を
７月中旬に送付します
■２通りの方法で届くお知らせ
　納付方法により通知書の形式が
異なります。
▼はがき形式
　特別徴収（年金天引）の人、口座
振替の手続をした人
▼封書形式　納付書で納める人
■保険料の計算
　所得割と均等割の合計額です。
▼所得割額
　賦課のもととなる所得金額（平
成２７年中の所得‐３３万円）
　× 0.1052（所得割率）
▼均等割額　52,390 円
▼年間保険料
　所得割額＋均等割額（１円未満
切捨、上限額：５７万円）
■保険料率等の改定

　運営主体の山口県後期高齢者医
療広域連合が、２年ごとに保険料
率等の改定を行っています（県内
同一の保険料率）。
▼２６・２７年度
　均等割額　50,431 円
　所得割率　10.17%
　　　↓
▼２８・２９年度
　均等割額　52,390 円
　所得割率　10.52%
■保険料の軽減
　該当者の保険料は減額後の金額
でお知らせしています。詳しくは
通知書をご覧ください。
問保険料の賦課について
　山口県後期高齢者医療広域連合
業務課　☎ 083-921-7111
　保険料の納付について
　市民生活課
　☎㉒２１１１内線１６９

国保・後期高齢者医療
新しい被保険者証（保険証）を
7月中旬に送付します
国保・後期高齢者医療の保険証の
有効期限は 7月 31日までです。
新しい保険証は、7月中旬に簡易
書留で郵送します。
▼郵送する新しい保険証は 8月 1
日から使用してください。

▼現在の保険証は 8月1日以降、
使用できません。各自で処分し
てください（返却不要）。
■国民健康保険（カード型）
　現在／桃色→更新後／薄緑色
■後期高齢者医療
　現在／緑色
　　　　　→更新後／オレンジ色
問市民生活課　
　☎㉒２１１１内線 150,151,169

後期高齢者医療の
歯科健康診査（要予約）
○健診項目　口腔状態（虫歯・歯
周病の有無）、噛む力、舌の動き、
飲み込む力など

対対象者には６月末までに受診券
を送付します。

▼昭和１５年４月１日～昭和１６年
３月３１日生まれで、新たに被
保険者資格を取得した人

▼平成２７年４月１日～平成２８年
３月３１日に、障害認定で新た
に被保険者資格を取得した人

日７月１日㈮～１２月３１日㈯
場健診を実施している歯科医療機
関の一覧は受診券に同封

持歯科健康診査受診券、同封の質
問票、後期高齢者医療被保険者
証（保険証）
○自己負担額　300円
問山口県後期高齢者医療広域連合
業務課　☎ 083-921-7112

高齢者向け給付金
（年金生活者等支援臨時福祉給付金）

申請期限は８月２日火まで　
　申請期限を過ぎると受付できませんので、支給対象の人で申請をし
ていない場合は、早めに手続きをしてください。なお、給付金につい
て詳しくは、広報やない４月１４日号をご覧いただくかお問い合わせ
ください。
○申請窓口　市社会福祉課、各出張所・連絡所
○申請に必要なもの　申請書、申請者の印鑑、本人確認書類及び振込
先通帳の写しなど
※ご家族の中に支給対象者が複数いる場合、各々の申請書の提出が
ないと給付することができません。
●問い合わせ　市社会福祉課　☎㉒２１１１内線 181,184

振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
市や厚生労働省などがATM（銀行・コンビニなどの現金自動支払機）
の操作をお願いすることは絶対にありません。

給付金
キャラクター
カクニンジャ
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７月から国民年金保険料の
免除申請を受け付けます
国民年金保険料の納付が困難な人
は、申請をして審査・承認を受け
れば、７月から翌年６月までの保
険料が免除・猶予されます。
▼申請時点から２年１カ月前の月
分まで遡及して免除申請ができ
ます。未納期間がある人などは
ご相談ください。
▼保険料の免除や猶予を受けず保
険料が未納の状態で障害や死亡
など不慮の事態が発生すると、
障害基礎年金・遺族基礎年金が
受けられない場合があります。
▼昨年度、全額免除または若年者
納付猶予が承認された人で継続
申請を希望していた人は、自動
的に審査されます。後日届く結
果通知で確認してください。
■平成２８年度国民年金保険料
　月額 16,260 円
　↓
免除区分 保険料月額
1/4 免除 12,200円
半額免除 8,130円
3/4 免除 4,070円
全額免除 納付なし

○手続きに必要なもの
　年金手帳、印鑑（本人の場合は
不要）、失業による免除申請の
場合には離職票または雇用保険
受給資格者証の写し

問市民生活課
　☎㉒２１１１内線１６８, １６９

離島漁業再生支援交付金事業実
施状況（第３期・平成２７～３１年度）
■集落協定締結状況
　集落協定締結数　１（平郡）
　協定対象漁業世帯数　２５
　交付金交付額　340万円

■漁場の生産力向上に関する取組
○種苗放流
　マダイ　 30,000 尾
　キジハタ　5,800 尾
　アワビ　 20,000 個
■漁業の再生に関する実践的取組
○魚食普及
　島の食事づくり（創意工夫の料
理）／参加者・延べ１３人

問農林水産課
　☎㉒２１１１内線３５４

サマージャンボ宝くじ・
ミニ７０００万同時発売
この宝くじの収益金は、市町村の
明るく住みよいまちづくりに使わ
れます。
○発売期間　７月６日㈬～２９日㈮
○抽せん日　８月９日㈫
問（公財）山口県市町村振興協会
　☎ 083-925-6612

健康相談（予約不要）
■健康相談の日
日毎週㈪㈬㈮（１８日を除く）
　9:00 ～ 11:30
場市保健センター
■乳幼児健康相談・栄養相談
日７月１３日㈬ 9:30 ～ 11:00
場市保健センター
■こころの相談会
日７月６日㈬ 13:30 ～ 15:00
場市保健センター
■一般健康相談
日場７月７日㈭
▼ 10:30 ～ 11:00
　／平郡東地区老人憩いの家
▼ 13:00 ～ 13:30
　／平郡西地区老人憩いの家
問市保健センター　☎㉓１１９０

木造住宅耐震診断員による
無料相談会（予約不要）
住まいの耐震性に不安のある人や
診断・改修を考えている人に、耐
震診断員が診断・工事の流れや注
意点等をアドバイスします（電話
相談可）。
日７月１３日㈬ 10:00 ～ 16:00
場市役所 202会議室
問都市計画・建築課
　☎㉒２１１１内線２３５, ２３６

にこにこ健康づくり
体験教室（無料・申込不要）
※健康マイレージ対象事業
「にこにこ健康づくり」では大きな
筋肉を刺激しながら、楽で長続き
する運動に取り組んでいます。
今、多くの皆さんが「にこにこ健
康づくり」で実践している運動を
気軽に体験してみませんか。
日場各日２回／ 10:30 ～ 11:30・
13:30 ～ 14:30
▼７月２日㈯・市保健センター
▼７月４日㈪・アクアヒルやない
内ステップ運動、スロージョギン
グ®、スロージョギング®＆
ターン運動の 3種を体験

※それぞれの回で希望者には、活
動量計を活用した健康づくりの
講習（３０分程度）を行います。

持動きやすい服装、飲み物、タオ
ル、運動靴（アクアヒルやない
は室内用）

問市保健センター
　☎㉓１１９０

講座・教室

市民相談
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FUJIBO柳井化学武道館教室
■さやかとよしこはんの
　ヨガ＆コンディショニング
日７月２０日㈬ 10:00 ～ 11:30
○講師　
▼森

もり

川
かわ

紗
さ

弥
や

香
か

さん（解剖学に特化
した自己整体できるヨガレッス
ンAnatomical Yoga Salon-S-）
▼大

おお

海
み

仁
よし

子
こ

さん（NCA 認定プロ
フェッショナルコンディショニ
ングトレーナー）

定４０人
○参加料　2,000 円
持ヨガマット（持っている人）、バ
スタオル、フェイスタオル、飲
み物、動きやすい服装
■YBBコアトレ塾
　対象／小学５, ６年生・中学生
日定開講式への出席と全４回受講
できることが参加条件です。
▼開講式　７月２６日㈫ 13:30 ～
▼月曜日クラス・19:30 ～ 21:00
　８月１, ８, ２２, ２９日の４回
　／定員１０人
▼金曜日クラス・9:00 ～ 10:30
　８月５, １２, １９, ２６日の４回
　／定員２０人
○講師　大

おお

海
み

仁
よし

子
こ

さん（前出）
○参加料　10,000 円（別途テキス
ト代 1,620 円）

■共通事項
場申問

FUJIBO 柳井化学武道館（市武道
館）　☎㉕３３８３

アクティブやないカルチャー教室
デジカメマスター塾（無料）
カメラを持って散歩に出かけませ
んか？写真の基礎が学べます。
日７月２２日㈮ ,２８日㈭ ,８月１１
日㈭ ,２５日㈭ ,９月８日㈭ ,２２
日㈭の全６回

　／各日 19:00 ～ 20:30
場アクティブやない（視聴覚室）
○講師　岩谷昇平さん（日本報道
写真連盟柳井支部長）

定２０人（先着順）
持デジタルカメラ（フィルムカメ
ラでも可）

申問７月８日㈮までに
電話または直接窓口へ
申し込んでください。
アクティブやない
☎㉔００８１

中央公民館教室　
■小学生生活講座Ⅲ
　～牛乳パックを使っておしゃれ
な小物作り～　

日７月２３日㈯ 10:00 ～ 12:00
場市文化福祉会館２階視聴覚室
内牛乳パックを使っておしゃれな
小物作り
○講師　柳井友の会の皆さん
対定小学２年生以上・１５人（先
着順）
○参加料　３００円
持はさみ　
※牛乳パックは講座側で準備

○申込期限　７月１５日㈮ 
申問生涯学習・スポーツ推進課
☎㉒２１１１内線３３１

バタフライアリーナ文化教養教室
■癒しのアクアインテリア～キャ
ンディポットでプチ・アクアリ
ウム作り～

日７月２４日㈰ 10:00 ～ 11:00
場市文化福祉会館教養室ほか
内キャンディポットに水生植物を
植え込み、メダカを飼育
○講師
　大空康高さん     
定キャンディポット２４個（先着
順）
○参加料　５００円
持タオル、筆記用具
申問バタフライアリーナ
☎㉓０８３０

親と子の水辺の教室（無料）
川の中の生物を親子で川に入って
採取・観察し、生き物と川の汚れ
の関係について学習します。
日７月２８日㈭ 9:30 ～ 11:30
場日積川（岩花橋付近）
　集合場所／日積出張所２階
対市内小学校児童と保護者
定５０組
申問参加申込書を小学校に提出す
るか、電話で申し込んでください。
市民生活課
☎㉒２１１１内線１６５, １６６

平成 29年 柳井市成人祝賀式

○日時　平成２９年１月７日㈯11:00 ～ 12:30 予定
○場所　柳井クルーズホテル

スタッフ・スタッフサポーター募集

新成人の皆さんの中から、成人祝賀式に向けての
企画や運営に携わり、一緒に式をつくるスタッフ
とスタッフサポーターを募集します。
○募集対象
◇スタッフ
　平成８年４月２日から平成９年４月１日までに
生まれた人で
　▼市内に住民票がある人▼市内中学校卒業者で

市外に転出しているが、出席を希望する人
◇スタッフサポーター
　平成９年４月２日から平成１０年４月１日まで
に生まれた人で
　▼市内に住民票がある人▼市内中学校卒業者で
市外に転出しているが、出席を希望する人▼次
年度の市成人祝賀式スタッフを希望する人
○募集期限
　９月２日（金）
●応募・問い合わせ
　氏名、現住所、電話番号をお知らせください。
　生涯学習・スポーツ推進課
　☎㉒２１１１内線 331,333　FAX㉓７３７１　
　　 shogaigakushu@city-yanai.jp


