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明記のないものは…
●先着順●当日会場へ●午前8時
30分から受け付け●費用は無料
●持ち物はお問い合わせください
※電話番号などは間違いのない
ようおかけください

こ ぶ し 荘
☎（45）3121
（45）3126 休館日＝月曜日

◆㋐絵手紙体験講座　4月4日、11日、18
日毎週火曜日午前10時〜正午、全3回。
講師＝橘川芳恵氏。市内在住の60歳以
上の方20人。
◆㋑サークル共催事業 ｢朗読でつくる
健康なカラダ｣　4月7日㈮午前10時〜正
午。講師＝阿部友行氏。市内在住の60
歳以上の方10人。
◆㋒サークル共催事業｢詩吟入門講座｣
4月11日㈫、25日㈫午前9時20分〜11時
20分、全2回。講師＝高羽城幹氏。市
内在住の60歳以上の方10人。費 300円。

申㋐は3月17日㈮、㋑は19日㈰、㋒は
21日㈫から電話または来館するか、ファ
クスに講座名・氏名・年齢・性別・電
話番号またはファクス番号、利用者カー
ドの有無を書いて、こぶし荘へ（午前9
時〜午後4時）。
◆サークル共催事業 ｢鎌倉彫体験学習
〜小盆を彫る｣　4月1日㈯午後1時〜3
時。講師＝千葉千岳氏。市内在住の60
歳以上の方10人。費 1500円。申 3月16日
㈭から電話または来館で。
◆サークル共催事業｢マジック初心者
入門講座｣　4月20日㈭、21日㈮午後1時
30分〜3時30分、全2回。市内在住の60
歳以上の方15人。費 300円。申3月22日
㈬から電話または来館で。
辻 堂 青 少 年 会 館
☎（36）3002
（36）3988 休館日＝第３月曜日

◆㋐子育てママのパソコン講座　◎4
月5日㈬…文字入力・装飾ほか◎12日
㈬…Wordの文章レイアウト・ページ
設定◎19日㈬…Excel Step1入門編◎
26日㈬…Excel Step2計算式とグラフ。
いずれも午前9時30分〜正午。講師＝IT
講師懇談会会員。成人各回8人。費500円。
◆㋑16mmアニメ映写スタッフ募集　4
月8日、22日、29日、7月1日、9月2日、
11月4日、2018年2月3日毎回土曜日午
前9時45分〜11時45分、全7回。上映会
の企画・運営。小・中学生5人程度。
◆㋒まんがまつりスタッフ募集　4月8
日㈯午前10時30分〜11時45分、22日㈯
午前9時45分〜11時45分、29日㈷午前9
時〜午後1時30分、全3回。｢みらい子ど
もフェスタ IN 辻堂｣で実施する｢まん
がまつり｣の企画・運営。小・中学生5
人程度。
◆㋓リトミックで遊ぼう〜キディルー
ム　4月13日㈭午前10時30分〜11時30分。
リトミック、紙芝居ほか。3歳までの子
と保護者10組。

申㋐は3月16日㈭、㋑㋒は17日㈮、㋓
は22日㈬いずれも午前9時から電話ま
たは来館で。

湘南台文化センター
休館日＝月曜日、祝日の翌日

こ ど も 館 ☎（45）1500
（45）150３

■ワークショップ
◆㋐陶芸教室（楽焼き）　4月2日㈰、16
日㈰午前9時30分〜正午、全2回。小・
中学生と保護者20人（抽選）。費 1人600円。
◆㋑竹林で一日を楽しく過ごそう！　
4月9日㈰午前10時〜午後3時。円行公
園。タケノコ掘りと竹を使った工作。
※雨天時は工作のみ。小学3年生〜中
学生と保護者12組（抽選）。費 1人200円。

申㋐は3月19日㈰、㋑は26日㈰〈とも
に必着〉までにはがきに講座名・講座
開催日・参加希望者全員の住所・氏
名・学年（年齢）・電話番号を書いて、
湘南台文化センターこども館〈〒252-
0804湘南台1-8〉へ郵送または来館で。
※同館のホームページからも申し込み
できます（締め切り日の午後5時まで）。

市民シアター ☎（45）1550
（45）1551

◆休館日の開館のお知らせ　5月29日㈪
は開館します。
や す ら ぎ 荘
☎（81）6068
（83）4624 休館日＝月曜日

◆さくら祭前夜祭 ｢稲荷の夜桜を楽し
む｣　4月1日㈯午後3時15分〜5時。輪
踊り、落語、ジャズコンサートほか。
◆さくら祭 ｢稲荷の隠れた桜の名所を
楽しむ｣　4月2日㈰午前9時30分〜午後
3時。真琴歌謡ショー、サークル発表、
各種体験コーナー、模擬店ほか。
◆映画会｢ペット｣　4月2日㈰午前10時
30分〜正午。市内在住の方50人。
◆㋐親子で陶芸づくり ｢カップや小皿
をつくろう｣　4月2日㈰午前9時30分〜
正午。講師＝八ツ橋博美氏。市内在住
の親子8組。費 300円。
◆㋑脳を活性化させるマクラメ教室｢鯉
のぼりの色紙づくり｣　4月13日㈭午前
10時〜正午。講師＝和田真知子氏。市
内在住の60歳以上の方15人。費 900円。

申㋐は3月17日㈮、㋑は23日㈭から電
話または来館するか、ファクスに講座
名・氏名・年齢・性別・電話番号また
はファクス番号、利用者カードの有無
を書いて、やすらぎ荘へ（午前9時〜午
後4時）。
市 民 ギ ャ ラ リ ー

休館日＝月曜日☎（26）51３３
（26）5144

3月14日㈫〜19日㈰の展示
☆ヨーロピアンクラシカルフォー
クアート作品展（トールペイント・
ポーセリン）
☆第28回藤陶会作陶展（陶芸）

3月21日㈫〜26日㈰の展示
☆絵画ぐる〜ぷ紫音展（油彩・水彩・
アクリル）

　☆藤墨絵会第1回作品展（水墨画）
　☆四季の感動（写真）

藤沢駅北口地下道展示場
◆藤沢市自閉症児者作品展　3月23日㈭
〜4月3日㈪。

湘 南 な ぎ さ 荘
☎（36）2315
（36）1171 休館日＝月曜日

◆㋐名古屋帯で気軽にお出掛け〜着付
けの基礎を身に付けてみませんか？　
4月7日㈮、14日㈮午後1時10分〜3時、
全2回。講師＝寺田薫氏。市内在住の
60歳以上の方15人。
◆㋑サークル共催事業 ｢ハングル基礎
講座〜基礎から学ぶ韓国語教室｣　4月
8日〜5月27日第2・4土曜日午前9時30
分〜11時30分、全4回。講師＝山本桂
嗣氏。市内在住の60歳以上の方10人。
◆㋒郷土歴史散歩 ｢春らんまんの花と
史跡めぐり｣　4月12日㈬午前9時30分
〜午後2時。藤澤浮世絵館〜旧三觜家・
耕余塾跡ほか（約5㎞）。市内在住の60
歳以上の方20人。費 100円。

申㋐は3月17日㈮、㋑は18日㈯、㋒は22
日㈬から電話または来館するか、ファ
クスに講座名・氏名・年齢・性別・電
話番号またはファクス番号、利用者カー
ドの有無を書いて、湘南なぎさ荘へ（午
前9時〜午後4時）。
少 年 の 森

休所日＝月曜日☎（48）72３4
（48）7249

◆プレーパーク　3月21日㈫、23日㈭、
30日㈭午後2時〜4時30分。廃材やロー
プを使った遊びほか。子と保護者。
◆森の仕事一日体験教室　4月8日㈯午
前10時〜午後3時。間伐作業、ピザ作
りほか。市内在住・在勤・在学の小学
生以上の方30人。費 150円。申 3月18日
㈯午前9時から電話または来所で。

☎（34）8422、 （36）6700
◎管理事務所休所日＝月曜日、祝日の翌日

長久保公園都市緑化植物園

【緑化講習会】
◆さつき盆栽講習会〜養成木の剪

せん

定と
植え替え　3月19日㈰午前10時〜正午。
講師＝神奈川県さつき会会員。
【みどりの展示会】
◆春季盆栽展　3月18日㈯〜20日㈷午
前10時〜午後4時（20日は午後3時30分
まで）。
◆春のおしば美術展　3月23日㈭〜30
日㈭午前10時〜午後4時。
【春の植木市】
◆植木、草花、園芸資材などの販売　
3月18日㈯〜7月2日㈰午前10時〜午後
4時。

　いずれの制度も、申請し、承認を受けると保険料の全額
または一部が免除・猶予されます｡
　申請日より､ 原則2年1カ月前までさかのぼって申請でき
ます｡ 申請が遅れると､ 障がい基礎年金などが受けられない
場合がありますので､ 保険年金課または各市民センター､
藤沢年金事務所で早めに手続きをしてください｡

こんなときどうする!
20歳から全員が加入! 国民年金

こんなときには忘れずに届け出を！

保険料の納付が困難な方には、
免除・猶予制度があります

日本に住んでいる20 ～ 60歳の方は､ 全員が国民年金に加入します｡
加入者は3つのグループに分かれていて､ それぞれ保険料の納付方法などが異なります｡

1カ月＝1万6490円
（2016年度定額保険料は
1カ月＝1万6260円)

2017年度定額保険料

必要書類については、事前に届出先にご確認ください

20歳になったとき（厚生年金加入者を除く）
第1号被保険者は保険年金課・各市民センターまたは
藤沢年金事務所、第3号被保険者は配偶者の勤務先

結婚や退職などで配偶者の扶養になったとき 配偶者の勤務先

会社を退職したとき

配偶者の扶養から外れたとき

海外に居住するとき、海外から帰ったとき
（第2・3号被保険者は届け出不要です）

保険年金課・各市民センター
または
藤沢年金事務所

※納付書をなくしたときは藤沢年金事務所へ、口座振替を開始・変更したいときは同事務所または金融機関へ　
　お問い合わせの上、手続きをしてください

年金手帳を紛失したとき

　年金手帳を紛失した場合は、再交付
の手続きが必要です。手続き先は、現
在加入している年金の種別により異な
ります。
　第1号被保険者は保険年金課・各市
民センターまたは藤沢年金事務所、第
2・3号被保険者はご自身・配偶者の勤
務先にご相談ください。

年金受給者が亡くなったとき
～未支給年金について

　年金受給者が亡くなった場合、年金は死亡した月の分
まで支払われます。
　死亡した方に支払われるはずの年金が残っている場合、
その分の年金（未支給年金）を遺族が受け取ることができ
ます。
　未支給年金を請求できる方
は、亡くなった方と生計を同じ
くしていた親族の中で順位が定
められています。
※詳細は保険年金課または藤
沢年金事務所へお問い合わ
せください

保険料の
納め方

納付書（現金）または口座振
替､クレジットカードなど
で納付します

こんなとき 届出先

特集 　老後や万が一のときに支えとなる国
民年金。どんなときに手続きが必要な
のかを知っておきましょう｡
　問い合わせ
　藤沢年金事務所☎（50）1151または保
険年金課☎内線3214、　 （50）8413

国 民 年 金

第1号被保険者
自営業､自由業､農林漁業､
学生､無職などの方

保険料の
納め方

厚生年金保険料として
給与から天引きされます

第2号被保険者
厚生年金に加入している
会社員･公務員など

保険料の
納め方

配偶者の加入する厚生年金が
制度全体として負担します
（自分で納める必要はありません）

第3号被保険者
第2号被保険者に

扶養されている配偶者
4月から国民年金保険料の額が

変わります

○所得が少なく､保険料の納付が困難な方…保険料免除制度
　本人、配偶者、世帯主の所得が一定額以下の場合、保険料の全額または
　一部（4分の3、半額、4分の1）が免除されます｡

○50歳未満の方…納付猶予制度
　本人、配偶者の所得が一定額以下の場合､ 保険料の納付が猶予されます｡

○学生の方…学生納付特例制度
　学生本人の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます｡

結婚・出生・新築の記念に
みどりの贈り物（記念樹）を
差し上げています

☆結婚・出生…市民窓口セン
ター・各市民センターで届け出
の際にお渡しする引き換えカー
ドを持って来園で
☆新築…自己居住用住宅完成

日が確認できる書類〈保存登記
の登記済証（権利書）または検査
済証※写しでも可〉を持って、
来園で

※引き換え有効
期間はいず
れも6カ月以
内です
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