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☎２２ ６ｰ９４４

果樹王国やまなし就農支援
事業の対象者を募集

ＪＡ梨北

身体障害者福祉会会員募集

身体障害者手帳をお持ちの
方で、スポーツや文化活動に
興味のある方、仲間同士の
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環境美化活動に
参加しませんか？

市では、市民の皆さんと
行政が協働で進める清掃活
動などの環境美化活動（ア
ダプトプログラム）を推進
しておりますが、６月 日
に韮崎中央公園において、
富士島建設㈱及び同協力会
による環境美化活動が行わ
れました。作業には約 人
の方々が参加し、中央公園
内の除草やゴミ拾い、道に
はみ出した高木の枝払いな
ど精力的に行いました。
今後も市内各所の公園等
の公共施設で、ボランティ
アとして美化活動をしてい
ただける個人や団体を募集
します。
■問い合わせ
建設課 都市計画担当
（内線２５０・２５１）
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お知らせ

お届けしています。まだ請求
手続きをされていない方は、
今 す ぐ「 ね ん き ん ダ イ ヤ ル 」
にお電話をお願いします。
ご予約の上、年金事務所に
て手続きを行ってください。
■問い合わせ
ねんきんダイヤル
☎０５７０ ０ｰ５ １ｰ１６５
ひとり親家庭医療費助成受給
者証の更新手続きのお願い
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県では、市町村やＪＡとと

☎２３ ０ｰ０２０

もに、親族の農業経営に就農
（ 歳未満の扶養控除廃止
した農家子弟の方々が、新た
と特定扶養親族の範囲縮
小）がないものとして計算
に農業用機械をリース方式で
導入する際に支援します。
した場合に非課税であれば
補助率は、リース手数料や
受給ができます。詳細は担
当へお問い合わせください。 消費税等を除いた農業用機械
■ 申 請 期 間 ８ 月 １ 日（ 火 ）
価格の３分の１以内で、農家
～８月 日（火）
子弟の方々が支払うリース料
■問い合わせ
が、通常よりも軽減されます。
市民課 国保医療担当
事業の対象者となる方は、
（内線１２７～１２９・１３７） 「 三 親 等 以 内 の 親 族 の 農 業 経
営に就農した農家子弟である
ドキュメンタリー映画上映会
こと」、「補助金交付申請まで
に認定新規就農者又は認定農
業者となっていること」、「農
地中間管理機構から所定の面
積の農地を借り、今後も規模
拡大していく計画を立ててい
ること」などです。
事業の対象となる機械は、
スピードスプレーヤーやトラ
クターなど、農業専用の機械
です。
■提出先・問い合わせ
農林課 農林振興担当
（内線２２３～２２５）
中北農務事務所
☎２３ ３ｰ２９２
16

韮崎市身体障害者福祉会で
は、被災した当事者、関係者
の語りを大切に記録した映
画『逃げ遅れる人々～東日本
大震災と障害者～』を上映し、
災害時における障がい者支援
や減災体制を常に意識した地
域づくりを考える機会としま
す。
■日時 ８月 日（金）
時 分～ 時
■会場 ニコリ３階
多目的ホール
■問い合わせ
韮崎市身体障害者福祉会
事務局
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「あなたのやさしさを！
献血にご協力ください
手術や治療で輸血を必要と
する方が増加する一方で、少
子高齢化の影響などにより、
特に若い世代の献血者数が減
少傾向となっています。
献血は身近にあるボラン
ティアです。次のとおり市役
所庁舎にて献血を行いますの
で、多くの皆さんのご理解と
ご協力をお願いします。
■日時 ８月 日（水）
時～ 時 分
時 分～ 時 分
■会場 市役所庁舎東駐車場
■問い合わせ
山梨県赤十字血液センター
☎０５５ ２ｰ５１ ５ｰ８９１
韮崎市献血推進協議会
（保健福祉センター内）
☎２３ ４ｰ３１０
11

30

年金を受け取るために必要
な保険料の納付期間変更

現在交付されています受給
者証は、８月 日で有効期限
が満了となります。
更新のご案内を８月上旬に
郵送しますので、確認の上、
手続きをお願いします。
※新たに要件に該当する方も
申請書をご提出願います。
■支給要件
・ 歳以下の児童を養育して
いるひとり親。
・申請者が市内に住民登録さ
れていること。
・申請者の平成 年分の所得
税が非課税であること。
※扶養義務者と同居している
場合はその方にも所得制限
があります。
※所得税が課税されている方
でも、所得税法の一部改正

▲公園内での活動の様子
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広 報

老齢基礎年金を受け取るの
に必要な期間が「 年」から
年」に短縮されました。日
本年金機構では、これまでに
対象となる方に黄色の封筒を
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にらさき
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コミュニケーションをしてみ
たいと思っている方はぜひご
連絡ください。
■年会費 ５００円
■問い合わせ
韮崎市身体障害者福祉会
事務局
☎２２ ９ｰ６４４

■講習内容
・介護職員初任者研修課程講
習（８月）
・調理スタッフ講習（ 月）
■受講料 無料
※ハローワークに求職登録が
必要です。
■申し込み・問い合わせ
日建学院山梨校
スキルアップ事業係
☎０５５ ２ｰ６３ ５ｰ１００

イベント
穂坂自然公園イベント情報

①競技用紙飛行機作り＆競技会
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相 談
山梨県弁護士会
無料法律相談（要予約）

運用開始しました。
この制度により、相続人か
ら法務局に対して法定相続情
報の申出を行いますと、登記
官の証明文付きの「法定相続
情報一覧図の写し」を無料で
交付します。この「法定相続
情報一覧図の写し」を利用す
ることにより、不動産の相続
登記だけでなく、金融機関等
における預金の払い戻しや保
険金請求などの相続手続ごと
に戸籍謄本の束を何度も出し
直す必要がなくなり、相続人
の負担が軽減されます。
■問い合わせ
甲府地方法務局
☎０５５ ２ｰ５２ ７ｰ１５１

法の日相談会（要予約）
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山梨県 商 工 会 経 営 指 導 員 募 集

■募集期間
８月 日（木）まで
■採用人員 若干名
■採用予定日
平成 年４月１日
■試験
・書類選考（１次試験受験者
を決定）
・１次試験 ９月 日（日）
（一般教養・職場適応性検査）
■給与・待遇
商工会統一規定による
※受験資格等詳細については
ＨＰをご覧ください。
■問い合わせ
山梨県商工会連合会総務課
９月は市主催の法律相談に
加え、弁護士会主催の法律相
談も実施します。
■日時 ９月７日（月）
時～ 時
■場所 市役所４０１会議室
■定員 ６名（要予約）
■相談時間 １人 分以内
■予約日 ８月 日（火）
８時 分から（電話予約可）
■申し込み・問い合わせ
企画財政課 企画推進担当
（内線３５６）

「法定相続情報証明制度」が
スタート！

■日時 ８月 日（土）
時～ 時
名（要申し込み）
■定員
■参加費 ２００円
②竹馬作り＆遊び体験教室
■日時 ８月 日（土）
時～ 時
■定員
名（要申し込み）
■参加費 ５００円
■問い合わせ 穂坂自然公園
ふれあいセンター
☎３７ ４ｰ３６２
桃狩りと穴山歴史フットパス
穴山町ふれあいホール運営
協議会では、桃狩りと、穴山
町の歴史散策のフットパスを
行います。夏の味覚を楽しみ
つ つ、 史 跡 散 策 を 楽 し み ま
しょう。
■日時 ８月６日（日）
９時 分～
■場所 穴山町さくら公園
■定員
名（先着順）
■参加費
１，５００円（昼食付）
■持ち物 散策できる服装、
飲み物
■申込期限 ８月３日（木）
■申し込み・問い合わせ
穴山町ふれあいホール
☎０９０ ２２４５ １ｰ２４０
ｰ
（館長伊藤）

鼻の日記念無料相談会
耳鼻咽喉科専門医による耳
鼻咽喉科の病気（特に鼻の病
気）に関する相談会を開催し
ます。お買い物途中にどなた
でもお気軽に参加できるイベ
ントです。
■日時 ８月６日（日）
時～ 時
■場所 イオンモール甲府昭
和３階 ブリッジスペース
■入場料 無料
■問い合わせ
日本耳鼻咽喉科学会山梨県
地方部会事務局
☎０５５ ２ｰ７３ ９ｰ７６５
監視型社会を考える
シンポジウム

街中の監視カメラ、スマー
トフォンのＧＰＳ、電子マネ
ーなどの情報が知らないうち
に利用され、あなたの私生活
が監視されているかもしれま
せん。ザ・ニュースペーパー
のネタコントとともに「監視
型社会」について楽しく学べ
るシンポジウムです。
■日時 ８月 日（土）
時 分～ 時
■場所 ジット甲府プラザ
甲府市高畑２ １ｰ９ ２ｰ
■定員 ３００名程度
■問い合わせ
山梨県弁護士会
☎０５５ ２ｰ３５ ７ｰ２０２

広報にらさき

☎０５５ ２ｰ３５ ２ｰ１１５
http://www.shokokaiyamanashi.or.jp

シニアの方の「就職」を応援

■日時 ９月９日（土）
時～ 時
■場所 きららシティー長坂
ショッピングセンター
北杜市長坂町大八田１６０
■内容 相続・不動産登記・
会社登記・成年後見・金銭
トラブル等方への相談
■相談員 山梨県司法書士会
峡北支部会員
■問い合わせ
山梨県司法書士会
相談センター
☎０５５ ２ｰ５３ ２ｰ３７６
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本年５月 日から、全国の
法務局において、各種相続手
続に利用することができる
「法定相続情報証明制度」が
29

日～９月５日は防災週間。地域の防災訓練に積極的に参加しましょう。
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再就職に必要な技能を身に
付けませんか？
■対象 就職を希望する 歳
以上で山梨県在住の方
★毎年８月
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