くなり朝・晩は肌寒さを感じる日も多くなってきまし
た。お子さんは厚着になっていませんか？

サンワーク

体育館で遊ぼう（9：30～11：00）

29日(金)～30年１月３日（水）休館

11

30

助けあい、支えあう
「年金」って
とっても大事

10

～社会保険料控除について～

た国民年金保険料について、
社会保険料控除を受けるため
には、年末調整や確定申告を
行うときに、領収証書など保
険料を支払ったことを証明す
る書類の添付が必要です。
月上旬に
社会保険料控除証明書が
届きます

12

このため、平成 年１月１
日から９月 日までの間に国
民年金保険料を納付された方
には、 月上旬に日本年金機
構から「社会保険料（国民年
金保険料）控除証明書」が送
られますので、申告書の提出
の際には必ずこの証明書、又
は領収証書を添付してくださ
い（平成 年 月１日から
月 日までの間に国民年金保
険料を納められた方へは、翌
年の２月上旬に送られます。
）
税法上とても有利な国民年
金は、老後はもちろん不慮の
事故など万一のときにも心強
い味方となる制度です。
そのためにも、保険料は納
め忘れのないようしっかりと
納めましょう。
問合せ先
市民保健課国保年金係
（窓口③）☎㉒３９２２

11

ーの予定が合うようであれば、
お伺いすることが可能です。
普段はまちの皆さまを応援
しているぺるりんですが、
月の彦根市の『ご当地キャラ
博』に引き続き、 月 日
（土）
・
日（日）と埼玉県羽生市で
行われる『世界キャラクター
さみっと 羽生』にも参加い
たします。ぺるりんは今回で
３回目の参加になります。
２日間で 万人の来場者数
を誇るこのイベントは、全国
から３４３体ものキャラクタ
ーが出演する予定です。ぺる
りんは、地域の風土・名産の
アピールを行う「ＰＲステー
ジ」だけでなく、キャラクタ
ーのファッションショー『は
にゅコレ』にも出演が決まっ
ています。下田を県外に思い
切りアピールできるこのチャ
ンスを、有効に生かそうと企
画しています。
会場は一般の方の参加も可
能ですので、ご都合の合う方
はぜひお出かけください。全
国のユニークなキャラクター
やスタッフ、また地場産品と
の出会いを楽しめます。
問合せ先
下田商工会議所青年部
☎㉒１１８１

29

25

こんなところで有利な
国民年金
国民年金保険料は所得税法
及び地方税法上、健康保険や
厚生年金などの社会保険料を
納めた場合と同様に、社会保
険料控除としてその年の課税
所得から控除され、税額が軽
減されます。
控除の対象となるのは、平
成 年１月から 月までに納
めた保険料の全額です。
過去の年度分や追納した保
険料も含まれます。
また、ご自身の保険料だけ
ではなく、配偶者やご家族（お
子様等）の負担する国民年金
保険料を支払っている場合、
その保険料も合わせて控除が
受けられます。
なお、平成 年中に納付し

秋も深まり運動会シーズン、
今年も白浜小学校の皆さまを
応援に伺いました。一生懸命
競技に取り組み、日頃の成果
を披露する子ども達と家族の
皆さまの様子を、ぺるりんも
見守らせていただきました。
リレー会などのイベント事
や、例大祭にも伺ったりと、
白浜地区への訪問はすっかり
お馴染みになってきました。
どうすればぺるりんは来て
くれるのか、との質問をよく
受けますが、まずは商工会議
所へお問い合わせください。
ぺるりんと、サポートメンバ

29
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気象警報発表の仕組み

閉館（事務整理日）

10

11

災害が起こる恐れのある 大雨、洪水、強風、風

低気圧や台風等の影響で雨
や風が強くなると、気象庁か
ら様々な気象情報が発表され
ます。大きく「注意報」
「警報」
「特別警報」に分けられますが、
この気象情報についてどれだ
けご存知でしょうか。

閉館（大掃除）

28日(木)

29

40

開放開始
１月４日(木)

in

注意報 ときに、注意を呼びかけ 雪、大雪、波浪、高潮、

気象情報が発表された時は、
避難所の位置を確認したり、
テレビやラジオ等から情報収
集をするなどしましょう。

27日(水)

31

26

雷、融雪、濃霧、乾燥等
て行う

雪、大雪、波浪、高潮
びかけて行う

閉館（大掃除）

12

29

警 報 のあるときに、警戒を呼 害）、洪水、暴風、暴風

誕生会

26日(火)

組合せ使用

読み聞かせ＊午後閉館（清掃・消毒）

広報しもだ
2017. 11 月号
広報しもだ

- 11 -

めだかルーム（午前）
８日(金)

重大な災害が起こる恐れ 大雨（土砂災害、浸水
（申込20日まで）
22日(金)

体育館で遊ぼう

６日(水)

険が差し迫っているとき 大雪、波浪、高潮
うさぎルーム（午前）

10：30
開始
10：15～
受付

プレート式

栄養士来所

数十年に一度の降雨量、 大雨（土砂災害、浸水
サンワーク視聴覚教室

ポール式
＋
ストッパー式
家具と天井に十分な強度が必要

30

チェーン式

家具、壁面や
器具に十分な
強度が必要

対象者
①市内に住所を有する方
②転倒防止器具を取り付ける
住宅の所有者又は居住者
補助額 補助対象経費の２分
の１以内（補助額の１，００
０円未満は切り捨て）
ただし、平成 年度までは
※
分の の補助が出ます。
補助上限額
自分で取り付ける場合
購入費 １０，０００円
事業者に依頼する場合
事業費 ２０，０００円

ょう。

詳しい発表基準は気象庁ホー

要申込11月20日～

単独使用

で衣服の調節をし、日中は薄着で過ごすようにしまし

特別警報 風が予想され、重大な危 害）、暴風、暴風雪、

ムページに掲載されています。
気象庁
www.jma.go.jp

まっちゃんと遊ぼう！

20日(水)

誕生会

ミニミニクリスマス会

～家具等転倒防止器具の一例と効果～
あひるルーム（午前）
18日(月)

図書館の方の読み聞かせ

13日(水)

10

ベルト式

10

Ｌ型金具
Ｌ型金具
Ｌ型金具
（スライド式） （上向き取付け）（下向き取付け）
ストッパー式 ポール式

大
器具の効果

小
使用
条件

防災
かわら版

ゼントがたくさんありますね。吹く風も少しずつ冷た

申請方法など、詳しくは市
ホームページをご覧いただく
か、防災安全課までお問い合
わせください。

子どもは、新陳代謝が活発で厚着だと汗をかきやす

問合せ先
防災安全課防災係
（窓口⑩）☎㊱４１４５

色とりどりの落ち葉や木の実、秋は自然からのプレ

ポール式
＋
マット式

11日(月)

12 11

地域子育て支援センター通信

マット式

発育測定・食育相談（10：00～11：00）
４日(月)

☎㉗2200
地域子育て支援センター
問合せ先

中学生赤ちゃんふれあい交流

く、汗が冷えると風邪をひく原因にもなります。上着

月は地震防災強化月間です
「防災は
日頃の備えと
地域の和」
静岡県では、平成７年の阪
神・淡路大震災を機に「自ら
の命は自ら守る」
、
「自らの地
域は皆で守る」という地震対
策の基本について広く啓発し
てきています。
特に 月を地震防災月間と
定め、 月の地域防災訓練に
向けて、防災に関する広報・
啓発活動を積極的に行ってい
きます。
家具等の転倒防止器具の
購入や取付費用を助成します
家庭内の家具や家電の転倒
防止をすることは、家具等の
転倒による怪我を防ぐだけで
なく、避難経路を確保するの
にとても重要な減災対策です。
市では、家具等の転倒防止
器具の購入や取り付けにかか
る費用を補助しています。
11

