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インフォメーション

お 知 ら せ

または使用目的が同じもの）
▼取得期限
平成 年４月 日から平成
年３月 日までに取得し
たもの
▼申請期限 代替家屋を取得
した翌年の１月 日まで
▼問い合わせ先
合

ｅ‐Ｔａｘを利用して
確定申告する人はお早めに
現在、電子証明書の新規発
行と更新はマイナンバーカー
ドを持っている人に限られて
います。
マイナンバーカードの取得
は１〜２カ月程度かかるため、
申請が遅くなると、確定申告
の日程までに交付が間に合わ
ず、ｅ ‐Ｔａｘ を利用できな
いことがあります。早めにマ
イナンバーカードを申請して
ください。
▼問い合わせ先
合

沖縄県「平和の礎」への
追加刻銘
平和の礎（いしじ）は、慰
霊と世界の恒久平和記念のた
めに建立されました。
現在も沖縄戦で亡くなられ
た人の追加刻銘や修正などが
行なわれていますので、ご遺
族の人で刻銘を希望される場
合はご連絡ください。
▼問い合わせ先
合

認知症家族のつどい

い

認知症カフェ

●ところ

認知症の症状から起こるさ
まざまな行動に困惑すること
や対応に悩んでいませんか。
同じ介護をしている仲間と語
り合いましょう。参加費無料。
▼とき
月 日㈫
午後１時 分〜３時
▼ところ 泉ヶ丘市民センター
▼対象 認知症の人を介護し
ている人、その家族
▼内容 薬剤師会のスタッフ
と薬の相談、意見交換
▼申し込み・問い合わせ先

ト

ゆったりとした雰囲気で、
お茶を飲みながらおしゃべり
を楽しむ場です。
一人で悩まず、介護をして
いる仲間に気持ちを打ち明け
てみませんか。
▼とき
月 日㈬
午後１時 分〜３時
▼ところ ふれあい館
▼対象 認知症の人、認知症
の人を介護している家族など
▼参加費 １００円
▼申し込み・問い合わせ先
い
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農業に関する補助金を
活用してください

合

国や県などが交付する補助
金・助成金の主な情報を市ホ
ームページで紹介しています。
情報収集にご活用ください。
▼検索方法
市ホームページ「くらしの
情報」の「産業・労働（農
業）」をご覧ください。
▼問い合わせ先

▼問い合わせ先

◦予約・問い合わせ先

被災家屋の建て替えなどは
固定資産税が減額されます
熊本地震により滅失または
損壊した家屋に代わる家屋を
新たに取得した場合には、被
災家屋の床面積相当分の固定
資産税が、取得の翌年から４
カ年度にわたり２分の１減額
されます。
▼対象
被災した家屋の所有者（共
有者、相続人、所有者と同
居する三親等内の親族も含
む）
▼被災家屋要件
熊本地震により滅失または
損壊した家屋で、取り壊し
または売却などの処分がな
されていること（原則とし
て、り 災 証 明 書 の 判 定 が
「半壊」以上であること）
▼代替家屋要件
被災した家屋に代わるもの
として取得した家屋（中古
含む・被災した家屋と種類

月１日は世界エイズデー
無料・匿名で検査できます

日は「年金の日」

月 日㈰
▼とき
午後１時〜４時 分
※受付は午後０時 分〜３時
分
▼ところ
御代志市民センター
※なるべく事前の予約をお願
いします。
▼問い合わせ先

小羽数家きん飼養者や愛玩
鶏を飼育している皆様へ

11月 9日㈭

休

月
月 日は国民一人一人が
ねんきんネットなどを利用し
ながら、高齢期の生活設計に
思いを巡らせてもらう年金の
日です。この機会に、ねんき
ん定期便やねんきんネット、
一日年金出張相談所を利用し
て、自身の年金記録や年金受
給見込額を確認し、未来の生
活設計について考えてみませ
んか。
年金ネット

エイズは、
ＨＩＶというウイ
ルスに感染して起こる病気です。
感染から発病まで数年の潜
伏期があるため、感染しても
早期に発見し治療を始めるこ
とで発病を予防できます。検
査は短時間で終了し、当日結
果が分かります。
▼検査内容 採血のみ
▼申込方法 電話予約
▼申し込み・問い合わせ先

１日年金出張相談所

▼問い合わせ先

●問い合わせ先
トレーニング室

休館日

レストラン

お金の悩み無料相談会

ことしも高病原性鳥インフ
ルエンザウイルスが渡り鳥に
よって日本に運ばれてくる可
能性が高いと指摘されていま
す。ウイルスは野鳥そのもの、
野鳥の羽、ふん、それらに触
れた野生動物に含まれている
恐れがありますので、次の点
に気をつけて大切な家きんや
愛玩鶏を守りましょう。
①野鳥や野生動物と接触させ
ないようにしましょう。
②飼育小屋にウイルスを 持ち
込まないようにするために作
業の前後は手や長靴を水洗
消毒し、家きんのエサや飲み
水を清潔にしてください。
▼問い合わせ先

ト
サ
●内 容
◦特典
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借金問題など多重債務でお
悩みの人の相談会を開催しま
す。専門の相談員や弁護士、
司法書士が相談に応じます。
相談無料、秘密は厳守します。
当日は、事業者向けの相談
や臨床心理士によるこころの
健康相談も受け付けます。
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お薬との上手なつきあい方
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11月 2日㈭、16日㈭
19日㈰、25日㈯
プール
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◦宴会営業時間
◦料金
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♨ 回数券の日
泉
温
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市民講座11月学習会

弁天
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年金出張相談を無料で開催
します。事前の申込みは不要。
年金に関する相談や質問など
気軽にお尋ねください。
月 日㈫
▼とき
午前 時〜午後３時
▼ところ ゆめタウン光の森
本館２階（北側エスカレー
ター横）
▼持ってくるもの
年金記録に関する相談の場
合には年金手帳など年金番
号が分かるもの、免許証な
どの本人確認できるものが
必要です。
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忘・新年会プラン

ユーパレス
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