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電話：記載されている申込開始日時から先着順に受け付け
はがき/往復はがき：①催し名②住所③名前④年齢⑤性別⑥電話
番号を記入し、申込期限必着で郵送。定員を超えた場合は抽選

ファクス：左記①～⑥と⑦ファクス番号を記入し、ファクスで申
し込み。申込開始日時から先着順に受け付け。
※定員があって特に記載がないものは、当日先着順に受け付け

申し込みが必要な
イベントについて

 日時　  会場　  定員、対象　  費用　  申し込み　
 問い合わせ　  広報ID　  託児　  会場までバス移動　

マークの
見方

※特に記載がない場合、費用は無料

市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目９-１

☎621-5151

■パイプオルガン演奏体験講座
「パイプオルガンを演奏してみたい」
という声にお応えした新しい講座。
申し込み方法など詳しくは、同ホー
ルへお問い合わせください。

 ７月28日㈫14時～20時と29日
㈬10時～20時

 18組※小学生以上の鍵盤楽器が
弾ける人。小学生は保護者同伴

 20分1000円
 ６月12日㈮～28日㈰

もりおか女性センター
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10

☎604-3303

■男女共同参画週間もりおか展2020
パネルの展示やビデオ上映など。

 ６月16日㈫～29日㈪、９時～21
時半※土・日曜は17時、29日は15時
まで　  1001889

盛岡体育館
〠020-0066 上田三丁目17-60

☎652-8855

 電話：6月4日㈭10時から

■楽々エアロビクス教室
 ６月18日～８月６日、木曜、全７

回、14時半～15時半
 15人※女性
 5159円
 1027070

■香
か お

リラックスヨガ教室
 ６月24日～８月５日、水曜、全７

回、19時～20時と６月18日～８月６
日、木曜、全７回、13時15分～14時
15分

 各20人※女性
 各5159円　
 1027069

勤労福祉会館
〠020-0885 紺屋町２-９

☎654-3480

■部分日食観察ノウハウ講座
６月21日㈰に起きる部分日食を観察
するための知識を学習します。

 ６月６日㈯10時～11時半
 20人　
 電話：６月１日㈪から

盛岡劇場・河南公民館
〠020-0873 松尾町３-１

☎622-2258 

■もりげきサロン～もりげき交流の窓～

テーマ「私の元気の源」に合わせた
川柳やイラストを募集します。作品は
同公民館に展示します。

 ６月２日㈫～30日㈫
 ６月30日までに同公民館エントラ

ンス内の専用ボックスへ投
と う

函
か ん

または
郵送

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１

☎643-2288

■初心者のためのパソコン入門
 ６月17日㈬～19日㈮、全3回、9

時半～12時半
 16人
 2600円
 電話：６月５日㈮10時から
 1026734

■初心者のための剪定教室
庭木を剪

せ ん

定
て い

する基本を楽しく学びます。
 ６月25日㈭・７月２日㈭、全２回、

10時～12時　
 15人※剪定ばさみ持参
 500円
 往復はがき：６月11日㈭必着

 1026623
■かんたん！W

ウ ィ ン ド ウ ズ

indows10で写真加工
デジカメやスマホで撮った写真の加
工方法を学びます。

 ６月27日㈯10時～15時
 16人　
 3128円
 電話：６月10日㈬10時から
 1030916

松園地区公民館
〠020-0106 東松園二丁目５-３

☎661-8111

■ピラティス教室
健康増進と体力保持のために、ピラ
ティスで体幹を鍛えます。

 ６月23日㈫・７月14日㈫、全２回、
10時半～11時15分

 ８人
 電話：６月18日㈭まで

■松園を学ぶ
松園にある施設を見学し、歴史や役
割などを学びます。

 ７月14日㈫13時半～15時
 盛岡青松支援学校とみちのく・み

どり学園（上田字松屋敷）
 30人
 電話：７月３日㈮まで※定員を超え

た場合は抽選

都市景観賞写真パネル展
景観政策課　☎601-5541

これまでに都市景観賞を受賞した建
築物などの写真を約180点展示します。

  ６月１日㈪９時～16日㈫13時
は中央公民館（愛宕町）、６月16日
㈫15時～30日㈫13時は都南公民館
（永井24）、６月30日㈫16時～７月
14日㈫16時は盛岡駅２階わんこロ
ード（盛岡駅前通）

■チケット払い戻しのお知らせ
▶八時の芝居小屋
　「なんだりかんだり読みがたり」
　３月から延期し、６月11日㈭・12
日㈮に開催を予定していた同公演
を中止します。６月10日㈬まで盛
岡劇場でチケットと引き換えに代
金の払い戻しをします。
▶十代目松本幸四郎芸談「高麗屋
　の芸」とシネマ歌舞伎「女殺油地
　獄」上演と解説
　４月から延期し、６月20日㈯に
開催を予定していた同公演は実施
を見送ります。６月30日㈫まで、チ
ケットと引き換えに代金の払い戻
しをします。払い戻し場所など詳
しくは、お問い合わせくだせい。

 盛岡劇場☎622-2258

市動物公園「ZOOMO」が開園！

　動物公園Z
ズ ー モ

OOMO（新庄字下八
木田）は休園期間を終え、６月１日
㈪に開園します。新型コロナウイ
ルスの影響を考慮した開園の判断
は5月25日に決定し、同公園ホーム
ページなどでお知らせしています。

 開園期間：６月１日～11月30日
㈪、９時半～16時半

 入園料500円※中学生以下と市
内に住む65歳以上は無料

 動物公園ZOOMO
　☎654-8266

▶オープン記念イベント
　園内各所に隠された３種類の
秘密のプレゼント（毎日各１つ）を、
見つけた人に差し上げます。詳し
くは、同公園ホームページをご覧く
ださい。

 ６月１日㈪～７日㈰

イベント情報

　海洋プラスチックごみや地球温暖化など
の解決に向けた第一歩として、マイバッグや
マイバスケットの持参などを通じて、消費者
の皆さんのライフスタイルを見直すきっかけ
とするためです。

１なぜ有料になるの？

買い物ではマイバックやマイバスケットを使おう！
今年７月スタート

　今年７月から、全国で一斉に小売店でのレジ袋（プラスチック製買物袋）の有料化がスタートし
ます。有料化の目的などについてお知らせします。　【問】資源循環推進課☎626-3733

レジ袋有料化ではじまる、新しいくらしの習慣

２有料にならないもの
　次のものは有料化の対象外です。
・持ち手がないもの
・景品や試供品を入れるもの
・福袋など、袋が商品の一部になるもの
・環境性能が認められるもの
（バイオマス素材の配合率が6.25㌫以上など）

キャッチコピーを募集
　容器包装廃棄物削減に関する
キャッチコピーを募集します。応
募方法など詳しくは、市公式ホ
ームページをご覧く
ださい。

市ごみ減量・リサイクル
シンボルキャラクターめぐるちゃん

３価格は決まっているの？
　レジ袋の価格は各小売業者で異なります。

使い捨てから「使い続け」に
　マイバックやマイボトル、マ
イ箸など、みなさんは自分だ
けの「マイ○○」を持ってい
ますか？　自分のお気に入り

を見つけて使い続けることで、
エコな暮らしにつながるだけ
でなく、大事にものを使う習
慣も身に付きます。

　マイバッグは「定位置」に置くと、買い物する
ときに忘れにくくなります。
　玄関や車の中に置くのもおすすめです。

　レジ袋は石油でできていま
す。使い捨てをなくすことが、
限りある資源を守ることにもつ
ながります！

ワンポイントアドバイス！

国民年金保険料を納めるのが難しいときは
　収入の減少や失業により保険料を納めるこ
とが難しいときは、国民年金保険料の全部ま
たは一部を納付免除や猶予する制度がありま

す。未納のままにせず申請窓口に相談してくだ
さい。※申請日より２年１カ月分までさかのぼって
申請できます

免除・猶予制度を受けるためには
　申請年度の前年（１~12月）所得で審査します。免除・猶予期間や審査対象は次のとおりです。

■全額または一部免除（申請者の年齢制限なし）
　申請者本人と配偶者、世帯主の所得

■猶予（20歳以上50歳未満の人が申請できます）
　申請者本人と配偶者の所得

【免除・猶予期間】７月～翌年６月 ※本年度分は７月１日から受け付け開始

学生は納付特例制度の活用を
　大学・専門学校などの学生は、在学中の
保険料納付が猶予される制度があります。
本人の前年（１~12月）所得で審査します。

【猶予期間】４月～翌年３月

■注意
　在学期間中は毎年度の申請が必要です。
申請する時は、申請書と併せて、学生証の写
しまたは在学証明書を提出してください。

申請窓口と問い合わせ先
●医療助成年金課年金係（内丸）☎626-7529
※申請は都南総合支所税務福祉係（津志田14）、
　玉山総合事務所健康福祉課（渋民字泉田）で
　も受け付けます

●盛岡年金事務所（松尾町）☎623-6211

障がい・遺族
基礎年金を
受けるとき

後から保険料を
納付する場合

必要な資格期間に含まれます

保険料納付済期間として扱います

10年以内なら納められます

免除・猶予制度を活用すると

免除・猶予制度を活用する利点と必要書類

必要書類

■個人番号が確認でき
　るもの
※マイナンバーカード、個
　人番号付き住民票など

■身分証明書
※免許証・保険証など

■年金手帳

■印鑑※認印も可

※「未納」の場合は期間に含まれません

年金を受ける
ために必要な

資格期間

※「未納」の場合は２年を過ぎると納付できません

【審査対象】

　新型コロナウイルス感染症の影響
による国民年金保険料免除の情報は
12ページに掲載しています。

※離職直後の人は、離職票や雇用保険受給資格者証などの失業を証明する書類の提出で、前年所得審査の対象外


