くらし の インフォメーション
募集・催し物・お知らせなど、暮らしに役立つ情報を届けます。

募集

所得が低い人の生活を支援
年金生活者支援給付金制度

Recruitment

年金生活者支援給付金は、公的年金

リズムに乗って
「軽体操教室」
期間／10月１日〜11月19日の毎週金
曜日（全８回）

時間／午後２時30分〜３時30分
場所／総合体育館サブアリーナ
対象／18歳以上の人
定員／40人

※高校生除く。

参 加 費 ／1,850円
（保 険 料） ※65歳
以上の人は1,200円。

持ち物／運動のできる服装、室内用

シューズ、ヨガマットなど、タオル、
飲み物

申込期間／９月３日
（金）
〜９日
（木）
の
午前10時〜午後５時
館。

※月曜日は休

申し込み方法／来館による申込書の記
入のみ

※電話での申し込み不可。

体育振興課体育施設班
（☎64-110

1・総合体育館内）

東庄県民の森
９月のイベント
日時／９月18日
（土） 午前９時30分
〜午後３時

※受け付けは９時から。

場所／東庄県民の森テニスコート
定員／20人

※要予約先着順。

参 加 費 ／ 大 人1,700円、 中 学 生 以 下
1,100円

※弁当代、保険料含む。

持ち物／ラケット、運動靴、タオル、
飲み物

東庄県民の森
（☎0478-87-0393）

お知らせ
Information

指定給水装置工事事業者が訪問
水道メーター交換にご協力を
対象地域の家庭や事業所などの水道

メーターを交換します。

対象地域／旭地域（ＪＲ線路の北側）
、
飯岡地域

予定期間／９月１日
（水）
〜24日
（金）
費用／無料

上下水道課工務班
（☎62-5364）
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問…問い合わせ

旭市いいおかＹＯＵ・遊フェスティバル
のホームページがリニューアル
新しくなったホームペー

やそのほかの所得額が一定基準額以下

ジではＰＲ動画などが紹介

に、年金に上乗せして支給される制度

Ｒで楽しむ花火大会。ぜひ

老齢基礎年金を受給している人

ＵＲＬ／ https://youyufes.com

の年金受給者の生活を支援するため
です。

対象／次の全ての要件に該当する人
●65歳以上の人

●前年の年金収入

88万円以下の人

●世帯全員の市民

額とそのほかの所得額との合計が、約
税が非課税

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給し

され、なかでも注目は、Ｖ
実際に体験してみてください。

旭市いいおかＹＯＵ・遊フェスティ

バル実行委員会（☎62-5338）

契約トラブル･悪質商法
「週末消費生活センター」
仕事などで平日に都合がつかない人

ている人

は、この機会に活用してください。

の人

後４時

対象／前年の所得額が約472万円以下
※令和３年９月までは前年の所

得額が約462万円以下の人

手紙が届いたら早めの手続きを

新たに年金生活者支援給付金の受け

取り対象になる人には、日本年金機構
から手紙が届きます。同封の年金生活

日時／９月11日（土） 午前９時〜午
場所／市役所本庁舎

旭市消費生活センター
（☎62-8019）

弁護士・社会福祉士による
「借金の悩み無料相談会」

者支援給付金請求書に記入して、郵送
してください。

初めて年金を受給する人は、年金の

請求手続きと、年金生活者支援給付金
の請求手続きを併せて行うことができ

テニス教室

…申し込み

ます。佐原年金事務所か市保険年金課
で手続きしてください。

令和４年１月４日までに請求手続き

借金の返済やそれに伴う生活困窮な

どで困っている人のため、法律と福祉
の専門家による相談会を開催します。
日時／９月26日（日） 午後１時〜４
時

※事前予約・先着順で１人50分。

場所／市役所本庁舎
費用／無料

旭市消費生活センター
（☎62-801

が完了すると、令和３年10月分にさ

9）

きます。

農用地区域からの除外変更申し出
受付は９月30日
（木）
までに

かのぼって給付金を受け取ることがで

給付金専用ダイヤル
（☎0570-05-40

92）

調査員が訪問します
社会生活基本調査
10月20日現在で社会生活基本調査

を実施します。この調査は、国民の時
間の過ごし方と活動状況を調査し、国
などの各種施策の基礎資料を得るため
の調査です。調査員が調査をお願いす
る世帯に伺いますので、ご協力をお願
いします。

対象世帯／宿天神区、新川区、元締区、
櫻井区の一部の世帯

千葉県総合企画部統計課
（☎043-22

3-2223）

市では、農業振興を図っていく地域

を農用地区域として設定し、優良農地
の確保・保全に努めています。農用地
区域内の土地については、農業以外の

目的に利用できないことになってお
り、やむを得ず他の目的に利用する場
合は、事前に農用地区域から除外する
手続きが必要となります。

受付期限／９月30日（木） ※次回の
受付期限は令和４年３月31日（木）を
予定。

※申し出た農地が必ず除外できるとは
限りません。

農水産課農業基盤整備班（☎74-3

660）

nformation

旭市農産物処理加工センター
使用抽選会

市の財産を売却します
インターネット公有財産売却

施設の使用を希望する月の３か月前

の月の１日（１日が閉庁日の場合は、
その月の最初の開庁日）に実施される

抽選会に来てください。 ※新型コロ
ナウイルス感染症対策のため１団体１
人の出席にご協力をお願いします。
場所／市役所本庁舎２階会議室
時間／午前９時

面積／903.86㎡

応じていますので、お気軽にご利用く

車種・年式／ホイールローダ（コマツ

開設日時／午前９時から午後４時30

地目／宅地

面接の受け方などいろいろな相談に

動産
（自動車）

WA100-7）
・平成27年式

とができます。

した赤十字活動資金
（別表）
は、日本赤
十字社から国内外の災害救護活動をは
じめ献血・医療などに有効に活用させ
ていただきます。ご協力ありがとうご
ざいました。

社会福祉課社会班
（☎62-5317）

【別表】
日本赤十字社千葉県支部旭市
地区赤十字活動資金募集結果
額（円）

一般社資

7,397,254

法人社資

1,367,500

合

8,764,754

計

業紹介が受けられます。

月3日から市ホームページで見るこ

赤十字運動月間でご協力いただきま

金

ハローワークと同様の求人検索や職

所在地／萬力字壱番割315番２

※申し込み方法など詳しい内容は、９

令和３年度
赤十字活動資金の募集結果

訳

不動産
（土地）

参加申込期間／９月３日
（金）
〜21日
（火）

農水産課振興班
（☎74-3671）

内

ご存じですか？
旭市地域職業相談室

文化施設から

行政改革推進課資産経営班（☎62-5

366）

分まで

※土・日曜日、祝日を除く。

場所／青年の家１階
対象／求職中の人
費用／無料

旭市地域職業相談室
（☎62-5359）
、

ハローワーク銚子
（☎0479-22-7406）

千葉テレビで放送

市税の
夜間・休日納税窓口
仕事などで平日に納付が困難な人

は、活用してください。

お笑い芸人カミナリの
旭巡り
飯岡灯台や道の駅季楽里あさ

夜間納税窓口

日時／９月10日（金） 午後８時まで
休日納税窓口

日時／９月26日
（日） 午前８時30分
〜正午

ひ、雷神社などの市内各所を、お

笑い芸人の「カミナリ」が自転車で
旅します。ぜひご覧ください。
番組名／カミナリのチャリ旅！

日時／●前編：９月11日（土）午

〈共通事項〉

後４時〜４時30分

場所／税務課

●後編：９

月18日（土）午後４時〜４時30分

税務課収税班（☎62-5322）

イベント情報のお知らせ

ださい。

曲目／ベートーヴェン「エグモント序曲」
（千葉交響楽

団）
、シューマン
「ピアノ協奏曲 イ短調Op.54」
（實川飛
鳥） ほか

入場料／全席自由1,000円

東総文化会館
９月の休館日

北総四都市文化紀行

６日、13日、21日、27日

東総文化会館（☎64-2001）

海上ふれあい館（JR飯岡駅）

ちば魅力発見コンサート

休館日

絵手紙講座

毎週月曜日

作品展示会

期間／９月１日（水）〜15日（水）
しょう れん かい

聖蓮会 仏画展示

期間／９月16日（木）〜30日（木）

〈共通事項〉

時間／午前９時〜午後５時

江戸を支え、江戸と共に発展し、日本遺産にも認定さ

海上ふれあい館（☎55-5115）

まちかどギャラリー「銀座」

れた北総四都市
（佐倉市、成田市、香取市、銚子市）の魅
力を、震災復興10年の節目を迎える旭市を舞台に、千
葉交響楽団が表現します。

日時／10月９日
（土） 開演：午後２時30分

出演／大井剛史
（指揮）
、千葉交響楽団
（管弦楽）
、錦織健

（テノール）
、實川飛鳥
（ピアノ）
、あさひ少年少女合唱団
（合唱）
、桂竹千代
（落語）

※最終日は午後３時まで

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、まちか

どギャラリー「銀座」は、緊急事態宣言の発令中は休館し
ます。

※まちかどギャラリー「銀座」の使用などに関する問い合
わせは、商工観光課商工労政班（☎62-5874）へ
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