
国保料の納付が
始まります
問	本庁舎保険年金課
	0857-30-8222		 	0857-20-3906

問	各総合支所市民福祉課（ 14ページ）

　保険料の納付通知書は、6月中旬にお送りします。
納期は 6月から 3月までの 10期です。
※口座振替 ( 全期前納および期別振替 ) の人は、6
月から引き落とし開始となりますので口座残高に
ご注意ください。

■国民健康保険料納付通知書に被保険者ごとの保険
料内訳を表示しています

　国民健康保険料は世帯単位で算定し、世帯主に対
して納付通知書をお送りします。納付通知書の中に
被保険者 (加入者 )ごとの内訳を表示していますの
で、参考としてください。
■保険料の特別徴収 ( 年金引き落とし ) について
　以下のすべてに該当する世帯の保険料は、口座振
替での納付の場合を除き、世帯主の年金から特別徴
収となります。
（1）	世帯内の被保険者全員が 65 歳〜 74 歳で、世

帯主も国保被保険者
（2）	特別徴収の対象となる世帯主の年金が、年額

18万円以上
（3）	国民健康保険料と介護保険料の合計額が年金額

の 2分の 1以下
※保険料の未納がない人は、申し出により特別徴収
から口座振替にすることができます。その際は保
険年金課までご連絡ください。

■保険料は口座振替で納付しましょう !
　申し込みは市役所窓口でキャッシュカードを使っ
て口座振替受付サービスをご利用いただくか、金融
機関への申し込みのいずれかをご利用ください。詳
しくは市報 5月号をご覧ください。

図書館だより
休館日：毎週火曜日、毎月最終の木曜日

■中央図書館 	 	0857-27-5182	 0857-27-5192
開館時間	9:00 〜 19:00（土・日曜は 17:00 まで）

■気高図書館 	 	0857-37-6036		開館時間	10:00 〜 18:00
■用瀬図書館 	 	0858-87-2702		開館時間	10:00 〜 18:00

問	リファーレンいなば（伏野 2220）
	0857-59-6026

６月教室、リサイクルフェスティバル中止のお知らせ
　6月の各種教室および 6月 7日（日）に開催予定
のリサイクルフェスティバルは中止します。
　楽しみにされていたみなさん、関係者のみなさん
にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただき
ますようよろしくお願いいたします。

リファーレンいなば

鳥取市勤労青少年ホーム
教養講座 夏編 受講生募集

問	鳥取市勤労青少年ホーム（吉成三丁目）
	0857-24-1702		 	0857-24-2944

と こ ろ	 鳥取市勤労青少年ホーム
対　　象	 市内に居住または勤務の 35歳ま

での勤労青少年。ただし、受講
するには利用者協議会（年会費
1000円）への加入が必要です。

募集期間	 6月1日（月）〜20日（土）
	 17:00まで
受 講 料	 記載ない場合は無料
そ の 他	 申し込み多数の場合は抽選にな

ります。ただし、定員に満たな
い場合はこの限りではありませ
ん。6月 21日（日）〜 25日（木）
17:00 までに電話にてお問い合
わせください。

教　室　名 日　　時 定員

骨盤メンテナンス教室
（理想のボディライン下半身編）

7 月 6日〜 9月 28日（月曜日）
19:00 〜 20:30（計 6回） 10人

ボディチューニング教室 7月 15日〜9月16日（水曜日）
19:00 〜 20:30（計 3回） 10人

書　道　教　室 7月1日〜9月16日（水曜日）
18:30 〜 20:30（計 10回） 20人

バランストレーニング教室
（コアバランスストレッチ編）

7 月 2日〜 9月 24日（木曜日）
18:30 〜 20:30（計 10回） 20人

華道教室（池坊）
※受講料 9000 円

7月 2日〜 9月 24日（木曜日）
18:30 〜 20:30（計 10回） 10人

茶道教室（茶道遠州流）
※受講料 1200 円

7月 3日〜 9月 25日（金曜日）
18:30 〜 20:30（計 10回） 10人

※開催日時は変更となる場合があります。

問	株式会社 SC鳥取		 	0857-30-3033

※当月（4日以降）分と、翌月（7日まで）分の情報を掲載しています。

試合日程 キックオフ 対 戦 相 手

7月4日（土） 19:00 カマタマーレ讃岐

J2復帰に向け、みなさんの応援で
ガイナーレ鳥取を盛り上げましょう！

ガイナーレ鳥取2020 @ Axisバードスタジアムガイナーレ鳥取2020 @ Axisバードスタジアム
ホームゲームのお知らせホームゲームのお知らせ

問	鳥取市ボランティア・市民活動センター
	0857-29-2228
	http://www.tottoricity-syakyo.or.jp/tvc/

　ボランティア・市民活動に対する支援や相談、さ
まざまな情報提供を行っています。
※詳しくはセンターへお問い合わせください。
■今月の講座・相談会
はじめてみませんか？ボランティア入門講座

とき（要予約） 6月	 5	日（金）	14:00 〜 15:00
6月	 30	日（火）	19:00 〜 20:00

市民活動のための助成金相談会

とき（要予約） 6月	 18	日（木）	14:00 〜 14:45
	 		 14:45 〜 15:30

NPOなんでも相談会

とき（要予約） 6月	 24	日（水）	18:00 〜 18:45
	 		 18:45 〜 19:30

ところ　さざんか会館1階（富安二丁目104-2）
市民活動拠点アクティブとっとり

鳥取市ボランティア・
市民活動センターの案内

八頭消防署新庁舎完成
問	鳥取県東部広域行政管理組合八頭消防署
	0858-85-1211

問	鳥取県東部広域行政管理組合消防局
	0857-23-2433

　平成30年度から2
カ年の計画で新築事業
を進めておりました八
頭消防署の新庁舎が、
関係各位のご協力とご
指導のもと、本年3月
に無事完成を迎えるこ
とができました。引き続き、地域の防災拠点として、
みなさんの安心・安全の確保に努めてまいります。
※住所変更はありません。

地域情報コーナー
霊獣・麒麟獅子展 ～因幡・但馬の神話的世界～神話的世界～
と　き	 7 月 31 日（金）まで
ところ	 中央図書館東入口正面
6月の特集展示
　中央図書館では、季節に応じた特集展示をしています。
郷土	 鳥取の味
児童	 自然とともに生きていく
	 〜山＆海に行こう！今こそできる外遊び！〜

第9回  智頭町

～夏休みの自由研究は
「智頭の林業景観」で決まり！～

　智頭町は、昨年「智頭の林業景観」が重要
文化的景観に選定されました。森林の利用に
関する景観地として、林業景観が重要文化的
景観に選定されるのは全国で初めてです。
　重要文化的景観の選定を受けて、智頭町の
旧山形小学校では、かつての智頭の林業や生
活を学ぶことができる「智頭林業資料展示室」
がリニューアルオープンしました。資料だけ
ではなく、当時使われていた道具やジオラマ
などが展示されており、子どもから大人まで
楽しく学べる展示室です。夏休みの自由研究
にもオススメ！
　是非お越しください。

※新型コロナウィルスの影響により、開館状況が変
更となる場合があります。
※ガイドによる説明を希望される場合は、見学の 1
週間前にお問い合わせください。

【問合せ先】	 山形地区振興協議会
	 0858-75-0343

次回、若桜町へ！
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