玉掛け技能講習

■期間 4月23日㈫〜25日㈭ 8時20分〜16時50分
■場所 中津建設会館 2階 会議室
■申込期限 4月15日㈪
※料金や申込方法など、詳しくはお問い合わせください。
大分県労働基準協会中津支部
■問合せ・申込先 （一社）
（☎26-1731）

催 し 物

第22回小平椿まつり

講座・教室・講習会

「終活」市民公開講座（定員60人・要事前申込）

■日時 3月21日㈷ 13時30分〜15時30分
■場所 教育福祉センター
■内容 ①中津市在宅医療・介護連携推進事業の説明
②講演「終活をしてみませんか〜あなたらしく人生を送
こう じ
るために〜」岡江 晃児氏（ソーシャルワーカー）
※もしバナゲームの体験あり。
■申込期限 前日まで受け付けますが、定員になり次第締
め切ります。
※送迎バスがあります。停留所は山国社会福祉センター、
耶馬溪支所、本耶馬渓支所、三光支所です。
■問合せ・申込先 介護長寿課（内線735）

中津地方文化財協議会

■日時 3月23日㈯ 13時30分〜
■場所 サンリブ中津 2階
■日時 3月23日㈯・24日㈰ 9時〜16時
※餅つき大会は23日㈯10時30分の予定です（雨天中止）。 ■演題 新中津歴史博物館の機能と役割
■講師 三谷 紘平氏（市文化財室職員）
■場所 小平遺跡公園（法華寺）（大字福島）
■資料代 300円（会員無料）
■問合先 小平椿まつり実行委員会（☎32-1286）
■問合先 中津地方文化財協議会（☎23-3287）

南部自由市場

■日時 3月24日㈰ 10時〜14時
■場所 新博多町アーケード周辺
■問合先 新博多町商店街振興組合（☎23-4485）

大分いのちの電話相談員養成講座（定員50人）

「いのちの電話」は、自殺願望など精神的危機にあるみ
なさんの電話相談を受ける、年中無休、24時間体制のボ
ランティア活動です。
■対象 20歳以上
諭吉の里ウォーク（事前申込不要）
■期間 毎週火曜日 18時30分〜20時30分
■日時 3月31日㈰ 9時30分〜（受付9時〜）
【前期】5月14日㈫〜
9月10日㈫
■場所 ダイハツ九州スタジアム前駐車場（スタート/ゴー
講義（カウンセリング公開講座を兼ねます）
ル）
【後期】9月24日㈫から10か月間
■コース 約10kmまたは5km（ファミリーコース）
講義と実習（宿泊研修あり）
■料金 100円
■場所 コンパルホール（大分市）
■持参物 雨具など（弁当の必要な人は持参）
■問合先 中津ウオーキング協会（☎090-9836-8103） ■料金 【前期課程】15,000円（学生10,000円）
【後期課程Ａ】15,000円（学生10,000円・一泊研修は別途）
りょう じ
あき こ
【後期課程Ｂ】5,000円（スーパービジョン費用など）
竹内竜次＆石井暁子デュオ・コンサート
■申込方法 事務局に「募集要項」を請求してください。
■日時 3月31日㈰ 14時〜（開場13時30分〜）
■申込期限 4月30日㉁
■場所 たいへいの里（上毛町）
■プログラム 亡き王女のためのパヴァーヌ、アルハンブラ ■問合せ・申込先 （福）大分いのちの電話事務局
（☎097-537-2488）
宮殿の思い出、春の海 など
■料金 大人2,000円、小･中･高校生1,000円
小型船舶操縦免許証の更新・失効講習
※全席自由。小学生は保護者同伴。
■対象 有効期限が1年2か月以内に切れる免許証および
■問合先 circleねこの手（☎090-9657-1066）
失効した免許証をお持ちの人
■日時・場所
第3回豊前子供神楽夢サミット
大分県・福岡県で豊前神楽を学び伝えている子どもたち 【中津会場】3月30日㈯ 9時30分〜 教育福祉センター
が、一同に会して発表会を行います。中津市からは、蛎瀬 【宇佐会場】3月30日㈯ 14時30分〜 宇佐文化会館
子供神楽が参加します。
■持参物 操縦免許証（住所などに変更がある場合は本
■日時 3月31日㈰ 10時〜
籍地記載の住民票が必要）、認印 ※写真は当日撮影。
■場所 豊前市立多目的文化交流センター
■費用 更新講習9,000円、失効講習15,000円
■問合先 豊前子供神楽夢サミット事務局
※詳しくは、お問い合わせください。
いり えだ
（☎090-4984-4304）
■問合せ・申込先 入枝海事事務所（☎099-281-7753）
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保険料率改定のお知らせ（協会けんぽ）

募 集

平成31年度スポーツ安全保険 加入者募集

■対象

4人以上のアマチュアのスポーツ・文化・ボラン

ティアなどの団体

■保険期間

4月1日㈪（4月1日以降の申込みは加入手続

■申込期間

3月1日㈮から随時受付

き日の翌日）〜2020年3月31日㈫

※加入依頼書は体育・給食課、各支所地域振興課、大分
銀行などに備え付けています。

※ 詳しくは、スポーツ安 全 協 会 のウェブサイト（ w w w.
sportsanzen.org）をご覧ください。

■問合せ・申込先

体育・給食課（内線471）

第14回 大分県障がい者スポーツ大会 参加者募集

■対象

市内の身体・知的・精神障がい者

■日程・種目

5月18日㈯ アーチェリー、ボウリング
5月19日㈰ 水泳

5月26日㈰ 開会式、卓球、フライングディスク（アキュ
ラシー、ディスタンス）

6月 2日㈰ 陸上競技（競走、跳躍、投てき）

■申込期限

3月22日㈮

※アーチェリー、ボウリングについては直接各団体にお申し
込みください。

■問合せ･申込先
住民課

社会福祉課（内線297）、各支所総務・

【アーチェリー】大分県身体障害者アーチェリー協会
（☎・FAX 0943-77-5550）

【ボウリング】大分県障がい者ボウリング協会事務局
（☎・FAX 0977-85-2900）

公共職業訓練 5月受講生募集（受講料無料）

■訓練期間

5月8日㈬〜10月31日㈭

■募集コース 機械・CADオペレーション科、ものづくり
サポート科、溶接施工技術科、建築CAD・リフォーム技
術科、設備技術科

■申込期限

3月29日㈮

◎説明会を3月19日㈫に行います。詳しくは、お問い合わ
せください。

■問合先

大分職業能力開発促進センター（ポリテクセン

ター大分）（☎097-529-8615）

試 験

平成31年度前期技能検定試験

技能検定は、働く人たちの持っている技能を一定の基準

により検定し、公証する技能の国家検定制度です。詳しくは、
お問い合わせください。
■申請書受付期間

4月3日㈬〜16日㈫

※受験案内は商工振興課、中津商工会議所などで配布して
います。

■問合先

大分県職業能力開発協会（☎097-542-3651）

3月分（4月納付分）から保険料率が変わります。
◎健康保険料率
【大分支部】10.21％（2月分まで10.26％）
◎介護保険料率 【全国一律】1.73％（2月分まで1.57％）
※40歳から64歳までの人（介護保険第2号被保険者）に
は、健康保険料率に介護保険料率が加わります。
※健康保険料と介護保険料は、労使折半となります。
※任意継続被保険者は、4月分の保険料から改定されます。
■問合先 全国健康保険協会（協会けんぽ）大分支部
（☎097-573-5630）

平成31年4月から産前産後期間の
国民年金保険料が免除となります。
■対象 「国民年金第１号被保険者」で出産日が平
成31年2月1日以降の人
■免除期間 出産予定日または出産日が属する月の
前月から4か月間の国民年金保険料が免除されま
す。なお、多胎妊婦の場合は、出産予定日または
出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民
年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日（4か月）以上の出産をいい
ます。（死産、流産、早産を含みます。）
■提出時期 出産予定日の6か月前から届出可能で
すので、速やかに届出ください。
※届出ができるのは平成31年4月からです。
■届出先 市保険年金課（内線266）、各支所総務・
住民課
■問合先 別府年金事務所（☎0977-22-5111）、
市保険年金課（内線266）、各支所総務・住民課

ご存知ですか？
「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」
20歳以上の人は、学生であっても国民年金に加入
しなければなりません。しかし、学生は一般的に所
得が無いため、国民年金保険料の支払いが困難な場
合は納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用
できます。「学生納付特例」の承認期間は4月から翌
年3月までですが、次年度も在学予定の場合、4月
初めに再申請の用紙が送られてきます。引き続き学
生であれば、必要事項を記入のうえ、年金事務所に
返送してください。
また、学生でない50歳未満の人の場合は、本人
および配偶者の所得が一定額以下の場合に国民年金
保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」があり
ます。
なお、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算入されますが、年金額には反
映されません。就職などで収入が得られるようにな
った場合は、「追納制度」により納付することをお勧
めします。

■問合先

別府年金事務所（☎0977-22-5111）
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