
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、イベントや講座などは中止・延期・内容が 変更になる場合があります。最新の情報は、本市公式ホームページか、各問合せ先でご確認ください。

ポリテクセンター鳥取
受講生募集（3月入所生）

問	ポリテクセンター鳥取（若葉台南七丁目）
	0857-52-8802
	https://www3.jeed.or.jp/tottori/poly/

【ものづくり溶接科】【住宅リフォーム技術科】

募集期間 1月6日（水）〜2月4日（木）

訓練期間 3月2日（火）〜8月26日（木）（6カ月）

受 講 料 無料
※テキスト代（約 1万円）は自己負担

定　　　員 ものづくり溶接科　　　10人
住宅リフォーム技術科　18人

応募方法 受講申込書をハローワークへ提出してく
ださい

選 考 日 2 月 10日（水）

20歳になったら国民年金
～新成人のみなさんへ～
問	鳥取年金事務所		 	0857-27-8311
問	本庁舎保険年金課
	0857-30-8224		 	0857-20-3906

　日本に住む 20 歳以上 60 歳未満のすべての人は
国民年金に加入する義務があります。20 歳になっ
た人には、日本年金機構から、国民年金に加入した
ことをお知らせする案内が送付されますので、ご確
認ください（すでに厚生年金または共済年金に加入
している人は除きます）。
■国民年金のポイント
●将来の大きな支えになります
　国民年金は 20歳から 60歳の人が保険料を納め、
その収入や国庫負担（税金）、積立金を財源に受給
者に年金を給付しています。
　公的年金は、物価や賃金の動向に応じて給付水準
を調整し、将来にわたって受給者の生活を保障する、
安心で安定した制度です。
●老後のためだけではありません
　国民年金は 65歳になったときの老齢年金のほか、
障害年金や遺族年金もあります。障害年金は病気や
事故で障害が残ったときに、障害が認定基準の状態
であれば受け取ることができます。また、遺族年金
は加入者が死亡した場合、その加入者により生計を
維持されていた遺族（「子のある配偶者」や「子」）
が受け取ることができます。
※保険料の未納期間があると、将来受け取る老齢年
金の受給額に影響するだけではなく、障害の状態
になったときに障害年金を申請することができな
くなることがあります。保険料は納付期限を守っ
て納めましょう。

　支払いが難しいときは免除制度のほか、次のよう
な制度もあります。
◆「学生納付特例制度」
　学生は一般的に所得が少ないため、本人の所得が
一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予さ
れる制度です。
◆「納付猶予制度」
　学生でない 50歳未満の人で、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
が猶予される制度です。

問	リファーレンいなば（伏野 2220）
	0857-59-6026　開館時間：10:00 〜 16:00
休館日：月曜日（ただし月曜日が祝日の場合は翌平日）
　　　　1月 1日（金・祝）〜 4日（月）

体験講座 日　　時 定員 費用
エコたわし

（四角型）
	9 日（土）
10:00〜 12:00 5人 無料

新聞ちぎり絵
（テーマ：冬）

	15 日（金）
10:00〜 12:00 10人 無料

健康布ぞうり 	21 日（木）
10:00〜 15:00 10人 100円

マイバッグ
（ショルダー）

	27 日（水）
10:00〜 15:00 5人 無料

参加申込　1月 5日（火）より受付（先着順）
※持ち物など、詳しくはお問い合わせください。
※上記以外の体験講座や出張講座も行います。お気
軽にご相談ください。

リファーレンいなば
リサイクルファクトリー 1 月スケジュール

毎月 22 日は「にこにこデー」
あいさつで  あったか

ふれあい  まちづくり
問	駅南庁舎心の健康支援室
	0857-22-5616
　元気な声であいさつをかわ
す、笑顔いっぱいな子どもたち
が大好きです。

今月のにっこりさん
西
に し  お  

尾遥
は る  か  

香 さん

放送大学４月入学生募集
問	放送大学鳥取学習センター
	0857-37-2351		 	newtottori@ouj.ac.jp

【出願期間】　3月 16日（火）まで
【大学説明会・個別相談会の実施（東部地区）】
と　き　3月16日までの毎日10:00〜17:00

※毎週月曜日、祝日、1月 1 日（金・祝）
〜 4日（月）を除く

ところ　放送大学鳥取学習センター（駅南庁舎 5階）

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

親子でいっしょに楽しむ講座
「親子で学ぼう おかねのはなし」
と　き	 1月11日（月・祝）10:30 〜 11:30
ところ	 中央図書館多目的ホ－ル
講　師	 村

むら	た 	ひろ 	こ 	

田弘子さん（鳥取県金融広報委員会金融
広報アドバイザー）

対　象	 小学校 1〜 3年生の子どもとその保護者
定　員	 15 組　※要申込み・先着順

ちいさい子どものためのわらべうた・冬
と　き	 1月27日（水）11:00 〜 11:30
ところ	 中央図書館多目的ホ－ル
講　師	 わらべうたの会「ゆなの木」
対　象	 0 〜 3 歳の子どもとその保

護者・プレママ・プレパパ
定　員	 15 組　※先着順

臨時休館のお知らせ　特別資料整理のため休館
1月 18日（月）〜 22日（金）

福部・河原・青谷町図書室
1月 25日（月）〜 29日（金）	 気高図書館
1月 26日（火）〜 29日（金）	 佐治町図書室

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） 1月	 16	日（土）	10:00 〜 11:00
1月	 25	日（月）	14:00 〜 15:00

市民活動のための助成金相談会

とき（要予約） 1月	 20	日（水）	10:00 〜 10:45
	 		 10:45 〜 11:30

NPOなんでも相談会

とき（要予約） 1月	 26	日（火）	14:00 〜 14:45
	 		 14:45 〜 15:30

所	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

林業退職金共済制度の退職金請求
問	（独）勤労者退職金共済機構	林業退職金共済事業本部
	03-6731-2889		 	03-6731-2890
	http://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/

　林業の仕事に従事したことがあり、当時林業退職
金共済制度（林退共）に加入していた人、もしくは
加入していたかもしれない人で、退職金請求手続き
をしたこころあたりのない人は、お気軽に最寄りの
支部か本部へお問い合わせください。

問	公立鳥取環境大学研究交流推進課
	0857-38-6704	 	0857-32-9053
	event@kankyo-u.ac.jp

公開講座2020
ディープラーニング超入門

と　き 2 月 20日（土）10:30 〜 12:00
ところ	 鳥取県立図書館大研修室
講　師	 名

	な 	 	ご 	 	や 	たかゆき

古屋孝幸（人間形成教育センター教授）
締切り	 2 月 19 日（金）まで

TOEIC®で伸ばす4 技能の基礎力
と　き 2 月 22日、3月 1・8・15日（月）
	 19:30 〜 21:00
ところ	 麒麟 Square 多目的室 3
講　師	 中

なかむらひろ	こ 	

村弘子（人間形成教育センター准教授）
対　象	 高校生以上　　定　員　20人
料　金	 テキスト代 2700 円程度
締切り	 1 月 8日（金）まで

TOTTORI UNIVERSITY OF ENVIRONMENTAL STUDIES

公立鳥取環境大学情報
http://www.kankyo-u.ac.jp/

小規模企業共済制度
問	（独）中小企業基盤整備機構（共済相談室）
	050-5541-7171（平日 9:00 〜 18:00）
	https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/

　個人事業主・会社などの役員があらかじめ資金を
準備しておく共済制度で、「小規模企業の経営者のた
めの退職金制度」といえます。毎年、掛金が所得控除
となるため節税効果があります。商工会、商工会議所、
金融機関の本支店などの窓口で取扱いしています。
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