②控除証明書の送付について

社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書が送付されます
〜年末調整・確定申告まで大切に保管を！〜

国民年金保険料は、所得税および住民税申告において、その年の１月１日から12月31日までに納付した
保険料の全額が社会保険料控除の対象となります。この控除を受けるためには、納付したことを証明する
書類の添付が義務付けられています。
このため、日本年金機構から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が送付されますので、年末調整
や確定申告まで大切に保管してください。
○平成29年１月１日から９月30日までの間に国民年金保険料の納付がある方は、11月上旬に日本年金
機構本部から送付されます。
○平成29年10月１日から12月31日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付した方は、平成30
年２月上旬に送付されます。
○ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご自身の社会保険料控除に加えることができますので、
ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。

国民年金に関するおたずね／日本年金機構ねんきん加入者ダイヤル

☎０５７０−０03−004

（※050から始まる電話でおかけになる場合は、03−6630−2525）

市役所 保険年金課 ☎２１−６９８２ または 各支所年金担当課

い い

み ら い

１１月３０日は「年金の日」です

年金記録や受給見込み額を確認し、将来の生活設計を考えてみませんか。
「ねんきんネット」を利用すると、年金記録を確認できるほか、将来の受給見込み額について、さまざまなパターンの試算ができます。
「ねんきんネット」については、日本年金機構のホームページ（http://www.nenkin.go.jp）でご確認いただくか、出雲年金事務所
（☎２４−００４５）までお問い合わせください。

出雲縁結び空港
発着路線の

新運賃 & キャンペーンのご紹介 !!
FDA出雲＝名古屋線の新運賃『U22 ハッピー割』
満12歳以上22歳以下の方が、ご搭乗日2か月前から
出発予定時刻20分前までご予約、ご購入いただける割
引運賃で、若い世代の方に、旅行や受験、就職活動など
幅広くご活用いただけます。詳しくはFDAホームページ
でご確認ください。

【対象期間】2017年12月1日〜2018年3月24日ご搭乗分
（2017年12月28日〜2018年1月8日を除く）

※FDAホームページおよび指定旅行代理店からご予約/ご購入ください。
コール
センター/空港カウンターではご予約/ご購入いただけません。
※ご搭乗手続きの際、年齢を証明する公的書類が必要となります。
※同時に2名様以上でご搭乗される際も、1名様ずつ、別々にご予約ください。

JALだんだんキャンペーンin島根
出雲縁結び空港・隠岐世界ジオパーク空港発着路線
2回搭乗ごとに抽選で航空券や温泉宿泊券など素敵な
賞品をプレゼント！
【キャンペーン期間】
平成29年11月1日〜平成30年2月28日搭乗分
詳しくは、
キャンペーンサイト
（www.jal.co.jp/area/
dandan17/）
をご覧ください。

JAL出雲＝東京線Wi-Fi無料！
機内でのインターネット接続が可能になり、
ビジネスは
もちろん機内をより快適に過ごせるようになりました。
また、無料のビデオプログラムも楽しめます。
詳しくはJALホームページでご確認ください。

ダイヤ、運賃および航空券の予約・購入は各社のホームページをご覧になるか、
コールセンターへお問い合わせください。
◆ＪＡＬ ホームページ http://www.jal.co.jp
コールセンター ☎0570‐025‐071（有料・ご利用時間7:00〜20:00）
◆ＦＤＡ ホームページ http://www.fujidream.co.jp コールセンター ☎0570‐55‐0489（有料・ご利用時間7:00〜20:00）

おたずね／ 21世紀出雲空港整備利用促進協議会事務局（交通政策課内） ☎21−6819
2017.10.20
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出雲市民ボランティアウィーク
〜いいね!!ボランティア みんな仲間♥〜
ボランティアウィークとは？
出雲市総合ボランティアセンターでは、毎年11月の第３土曜日を「ボランティアの日」と定め、その日から
一週間を「ボランティアウィーク」としています。この一週間を中心に市内のあちらこちらで、さまざまなボ
ランティア活動が行われます。

あなたの活動を「いずもボランティア図鑑２０１７」で紹介しませんか？
当センターでは、市民によるさまざまな活動を「いずもボランティ
ア図鑑」としてまとめています。子どもから大人まで、お互いの活動
を紹介し合うことで、
ボランティアの輪が広がっていきます。
グループ、団体、法人、学校、各機関などで今年行ったボランティ
アや社会貢献活動をお知らせください。
お知らせいただいた活動は、
「いずもボランティア図鑑２０１７」に
掲載するとともに、当センターのホームページでも広く市民の方に紹
介します。

応募
方法

所定の応募用紙（下記ホームページからダウンロードが
できます。）に記入、写真と一緒に下記申込先まで郵送、
メールまたはご持参ください。ご提出いただきますと、
図鑑を１冊お渡しします。掲載は無料です。

図 鑑は市 内の学 校 、
図書館、
コミュニティセ
ンターに配布します。

お家で眠っている粗品等をバザールに出しませんか？
持ち寄ったものを交換・提供し合い、みんなで交流しましょう！

ウィークプレイベント
「もったいないバザール」開催！！
時間

11 月１2 日

場所

市役所南側 だんだん広場（テント内）

持参品

自宅にある新品・未使用の粗品や景品、賞品、雑貨など、1個からOK（無くてもOK）

同日
開催

1１：００〜１4：0０

※提供のみの方は、事前に出雲市総合ボランティアセンターまでご持参ください。
※食品、生ものは対象外となります。余ったものは処分させていただきます。

いずも 多文化にぎわい交流広場

時間 1１：００〜１4：0０

場所

主催：NPO法人エスペランサ

市役所南側 だんだん広場

♥国際屋台 韓国、ロシア、ブラジル、イタリア、中国、ベトナムなどの料理
♥音楽&ダンス ミャンマーの歌、ギター演奏、ダンス（高校生）など
♥こどもの遊び広場 おりがみ、紙ヒコーキなど
♥交流広場 各国の衣装着付け体験、ブラジルの文化展など
※駐車場に限りがあります。できるだけ乗り合わせ、公共交通機関などをお使いください。

＜おたずね・申込み＞出雲市総合ボランティアセンター
〒693-0002 出雲市今市町北本町3-1-6(出雲体育館内) ☎ 21-5400 / FAX 21-1831
９時〜１８時（土日もお問い合わせ可）ホームページ http://ﬁsh.miracle.ne.jp/izuvolun/
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学びは
豊かな人生の第一歩！
あなたの好奇心を
応援します★

出雲市生涯学習講座

親子 オータムスクール

平成29年度

受講者
募集中!

風力発電所見学＆風力発電工作

11月25日 土

出雲市には日本最大級の風力発電所である新出雲ウインド
ファームがあります。今年は多伎町の海岸沿いに小形風車が
たくさんつくられました。
その小形風車の見学とキララトゥーリマキ風力
◆定
員：小学生とその保護者 40 名
発電所で、普段は見ることのできない風車の中の
◆お
金：600 円／子ども 1 人 ※保護者無料 見学をします。そして、風の子楽習館で「風力
◆集
合：風の子楽習館 駐車場
発電工作」をします。出雲の新エネルギーに
（バスで施設見学後、風の子楽習館で工作をします。） ついて親子で見て・聞いて・体験してください。
◆応募締切：11 月 13 日
（月）

9：30〜12：30

講 座の申 込 方 法

電話、FAX、電子メール、インターネット(しまね電子申請サービス)のいずれかで必要事項を明記して申込みください。
●メールの件名は「出雲市生涯学習講座申込」としてください。
●メール・FAXで申込みの後、受付完了の連絡(メールまたはFAX)が1週間以上ない場合、電話でおたずねください。
●応募多数の場合は抽選です。 ●定員に達しない場合は、締切日以降も先着順で受付けます。
●抽選の結果は、募集締め切り後1週間以内に郵送します。
●手話通訳や介助など、何らかの配慮が必要な方は、事前にご相談ください。
必要
事項

１．
「オータムスクール申込」 ２．
氏名（ふりがな） ３．
学年
４．
保護者の方の名前 ５．
郵便番号 6．
住所
7．
電話番号（日中連絡がとれる番号、FAXで申込みの方は自宅FAX番号も）

申込み・おたずね/市民活動支援課 ☎21-6528 FAX 21-6299 メール：gakushu@city.izumo.shimane.jp

とふれあう時間を大切に！
子ども

いずも
子どもウィーク

11月12日 日
〜26日 日

市では、子どもとふれあい、子どもを育成する大人の役割の大切さを認識するとともに、子育て環境の充実を
図る期間として、11 月の第３日曜日を中心に「いずも子どもウィーク」を設けています。
今年のウィーク期間は、11月12日（日）から11月26日（日）です。出雲市青少年育成推進大会をはじめ、地域や学
校などで子どもや親子で参加できる行事が実施されます。
この機会に、行事に積極的に参加したり、家族みんなで食卓を囲んだりするなど、子どもとのふれあいの時間を
大切にしましょう。

毎月第３日曜日は
「しまね家庭の日」です！
県内の 一 部文化 施 設 等 では、
「家 族 で
来館された高校生以下の入館料が無料」
などの特典が受けられます。
詳しくは、 しまね家庭の日

検索

［参考］出雲市／県立古代出雲歴史博物館
しまね花の郷、荒神谷博物館

出雲市青少年育成推進大会

ぜひ
ご来場
ください

●と き／ 11 月 12 日（日） 13 時 30 分〜 15 時 30 分
●ところ／出雲市役所くにびき大ホール
●内 容／青少年育成者功労表彰
「社会を明るくする運動」標語小中学生優秀作品表彰
パネルディスカッション『若者と考える 地域ぐるみの青少年育成』
〈出演団体〉神門地区青少年育成協議会のみなさん
伊野地区青少年育成協議会のみなさん

おたずね／市民活動支援課

☎ 21-6297
2017.10.20

広報いずも 30

