くらしの情報

▶毎月第３日曜日は、家族がふれあう「家庭の日」です。～育てよう子どもたち！深めよう家族の絆！～

初級者向け「農家のホー 「農家のホームページレベル
ムページ作成講習会」
アップ講習会」
期日 平成23年1月14日㈮、17日
㈪、21日㈮、24日㈪、28日㈮
時間 午後1時～4時

会場 中野地域職業訓練センター

受講料 ３，５００円 ※テキスト代含む

定員 20人 ※定員になり次第締切

対象者 ①農業を営む方 ②日本語
入力のできる方 ③Ｅメールアドレ
スをお持ちの方 ④講習日すべてに
参加できる方

※※定員に余裕がある場合は、①③に

年末特別警戒の実施
『年の暮れ みんなでつくろう

受講者の課題を集中的に指導し、

安心の街』

ホームページやオンラインショップ

実施期間 １２月１日㈬～３１日㈮

のレベルアップを図る講座です。

重点事項

期日 平成23年1月31日㈪

①金融機関・コンビニエンスストア

会場 中野地域職業訓練センター

②街頭犯罪などの抑止

定員 20人 ※定員になり次第締切

④子どもや女性が被害者になる犯罪

時間 午後1時～4時

など対象の強盗事件の防止

受講料 500円

③振り込め詐欺被害の防止

対象者 「農家のホームページ作成

の防止

講習会の受講者」または「農業を営

該当しない方も申し込み可能です。 準備をしている方」

申込期限 12月22日㈬

問・ 申 売れる農業推進室(内線381)

申込期限 平成23年１月14日㈮

問・ 申 売れる農業推進室(内線381)

②飲酒運転の根絶

日時 12月10日㈮ 午前10時～午後５時
会場 長野消費生活センター（長野保健福祉事務所庁舎１階）
問い合わせ・予約先
長野県長野消費生活センター ☎０２６（223）６７７７

参加料 一般1,000円、中学生以下800円

★年金の受け取り開始を６６歳以降に

としましたが、正しくは平成23年2
月に発表となります。
訂正し、おわびします。

調査をお願いする製造事業所には、 期日 12月14日㈫

知事が任命した統計調査員が調査票
いただきますようお願いします。

なお、調査票に記入していただい

り開始には、請求手続きが必要です。 た内容については統計法に基づき秘
★厚生年金の加入期間のある６５歳以

取れます。片方の年金だけを受け
取っている方は、別途もう片方の年
金の請求を行ってください。

★厚生年金の加入期間のある方で
「６５歳になってから年金を受け取ろ

別支給の老齢厚生年金」は、６５歳に
なる前に請求しても、年金額が減ら
されることはありません。

★ ６０ 歳以上で、会社にお勤めの方
へ…年金を受け取る資格を満たして
いる場合があります。

詳しくは、お問い合わせください。

問 ねんきんダイヤル

☎0570（05）1165

密が厳守されますので、正確なご記
入をお願いします。

問 政策情報課統計交流係（内線217）

会場 長野県行政書士会館
電話相談 時間内同時受付

相談内容 各種契約書、権利義務関
係などの手続き、成年後見人など日
常生活における諸手続きなど
問 長野県行政書士会

☎０２６（224）１３００

住民基本台帳の閲覧状況を公表します
住民基本台帳法第１１条の規定により、住民基本台帳（一部の写し）の閲覧
状況について、公表します。
期間 平成21年11月１日～平成22年10月31日 問 市民課窓口係(内線236)
【住民基本台帳閲覧者一覧】
日付

閲覧者

委託者

閲覧目的

閲覧対象

閲覧件数

平成22年 自衛隊長野地方
2月4日 協力本部

自衛官募集のため 平成4年4月2日～平成5年
の適齢者情報
4月1日生の男女

497 件

5月12日 ＮＨＫ 長野放送局

全国個人視聴率調 明治～平成 15 年生まれの男女
査
【上小田中、岩井東～豊田深沢】

26 件

5月12日 ＮＨＫ 長野放送局

国民生活時間調査

5月26日

社団法人
中央調査社

6月10日

㈱日本リサーチ 日本銀行情報
センター
サービス局

9月16日 ＮＨＫ 長野放送局
10月19日

社団法人
中央調査社

明治～平成 12 年生まれの男女
【岩井東～豊田深沢】

内閣府大臣官房 国民生活に関する 20 歳以上の男女
政府広報室
世論調査
【岩船 299 ～ 426 番地】

26 件
30 件

生活意識に関する 20 歳以上の男女
アンケート調査
【笠原、 片塩】

15 件

全国個人視聴率調 明治～平成 15 年生まれの男女
査
【上今井～豊田深沢】

14 件

ＮＨＫ 放送文化研 環境に関する国際
16 歳以上の男女 【吉田】
究所
比較調査

12 件

有料広告欄

日程・行程
【１２月３１日㈮】

※※安全管理上、期限後および登山当日の申し込みはで

午後９時…登山開始
《高社山山頂着》

申し込み先 市民体育館 ☎（26）3572

【平成２３年１月１日㈯】

服装・持参品

午前０時３０分…下山開始

・寒さに耐えられる服装

午前２時３０分…よませスキー場(解散)
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（長野市南県町1009-3）

ルドシートの正しい着用の徹底

午後７時３０分…市民体育館(集合)

・懐中電灯、副食品

を持ってお伺いしますので、ご協力

を満たす方に対して支払われる「特

申込期限 12月15日㈬ 午後５時
きません。

での期間）であった期間 など

の給与所得者の妻（20歳～60歳ま

④すべての座席のシートベルトとチャイ

第 55 回高社山越年登山の参加者募集
期日 12月31日㈮～元旦

時間 午前10時３０分～午後３時

加入期間が１年以上あるなどの要件

勢調査」調査速報の発表時期を年内

書士が相談に応じます。

12月中旬から来年1月にかけて、県

乗用中の交通事故防止

広報なかの11月号の9ページ「国

市役所の消費生活相談窓口でも、借金・多重債務に関する相談を随
時受け付けています。借金・多重債務は必ず解決できる問題です。一人
で悩まずご相談ください。
問 市民課生活交通安全係（内線238）
豊田支所地域振興課市民生活係 ☎（38）3111

ける契約などに、専門家である行政

※※カラ期間の例：昭和61年３月の間

年金が受け取れる場合があります。

う」と思っている方へ…厚生年金の

訂正とおわび

相続手続きや遺言、日常生活にお

輸出生産実態調査」を行います。

③夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車

問 市民課生活交通安全係（内線238）

行政書士による
無料相談会の開催

カラ期間と合わせて２５年以上あれば

齢基礎年金」の２種類の年金が受け

①高齢者の交通事故防止

多重債務などの借金問題でお困りの方、弁護士・司法書士による多重債
務者無料相談会が開催されます。
一人で悩まず、この機会にご相談ください。
なお、面接は予約制で行いますので、事前に予約先へお電話ください。

※

『信濃路は ルールとマナーの

重点事項

１２月３１日を基準日として「平成22

年金加入期間が２５年未満であっても、 年工業統計調査」および「平成22年

上の方へ…「老齢厚生年金」と「老

実施期間 １２月11日㈯～３１日㈮

～借金問題、一人で悩んでいませんか？～

★年金加入期間が２５年未満の方へ…

年末の交通安全運動
走るみち。』

多重債務者無料相談会を開催します

相談無料
秘密厳守

年金の請求を
「工業統計調査」
「輸出生
お忘れではありませんか？ 産実態調査」にご協力を

繰り下げている方へ…年金の受け取

問 市民課生活交通安全係（内線238）

みホームページを公開または公開の

市役所☎２２－2111 豊田支所☎38－3111

など

平成22年12月号

問 文化スポーツ振興課スポーツ振興係（内線397）
平成22年12月号

22

