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時：日時　 所：会場　 内：内容　 講：講師　 対：対象　 定：定員　 費：参加費　 持：持ち物　 申：申込方法　 締：締切　 問：問い合わせ先

7月の施設休館日
取手駅前窓口（リボンとりで３階）

【10:00 ～ 19:00】
21日

取手図書館・ふじしろ図書館
【9:30 ～ 18:00】
5・12・19・26・27日

戸
とがしら

頭公民館図書室
【10:00 ～ 17:00】
5・12・19・26・27日

取手グリーンスポーツセンター
【9:00 ～ 21:00】
5・12・19日

藤代スポーツセンター
【9:00 ～ 21:00】
5・12・19・26日

取手ウェルネスプラザ
【9:00 ～ 21:00】
▶トレーニングジム

【8:30 ～ 22:00】
5・12・19・26日
▶キッズプレイルーム

【10:00 ～ 18:00】
5・12・19・26日

■開館時間短縮
【9:00 ～ 17:00】
※入浴10:00 ～ 16:30
▶老人福祉センターあけぼの
1・2・4・11・18・22・
23・25日
▶老人福祉センターさくら荘
4・11・18・22・23・25日
▶かたらいの郷
5・12・19・26日

※6月8日時点の情報です。最
新の情報は各施設のホーム
ページなどをご覧ください。

❶郵便番号・住所
❷氏名（ふりがな）
❸電話番号

その他

TORIDE
CITY NEWS

市からのお知らせ ●　●
はがき・ファクスなどの記入例
　申し込みが郵送・ファクス・メールの場合は、右の❶～❸
を全て記入してください。その他必要事項は記事ごとに異な
りますので、漏れがないようにしてください。往復はがきで
の応募の際は、返信用の住所・氏名も記入してください。

▶宛先 取手  （取手庁舎）… 〒302-8585 寺田5139
　　　 藤代  （藤代庁舎）… 〒300-1592 藤代700
　　　 分庁  （ 分 庁 舎 ） …〒302-0025 西2-35-3

コミバス運行状況
コミュニティバスの運行状況、
路線図、時刻表な
どが分かります。

７月中旬から下旬までに簡易書留で
送付します。到着には時間がかかる
ことがあります。
対 国民健康保険被保険者証：世帯主
後期高齢者医療被保険者証：加入さ
れている方
◆配達時に不在の場合
8月1日（日）までは郵便局で保管され
ますが、2日（月）からは市役所（藤代
地区の方は藤代総合窓口課）での受
け取りになります。市からの再郵送
は行いません。ご注意ください。
◆駅前窓口や取手支所での受け取り
事前にご連絡ください。
◎国民健康保険被保険者証を世帯主
以外の方が来庁して受け取る場合は
委任状が必要です。
問 国保年金課　国民健康保険…☎
内線1364　後期高齢者医療保険…
☎内線1369

国民健康保険・後期高齢者医療 
保険　被保険者証を郵送

◆とりでアートギャラリー（アトレ
取手4階）
▶写遊会取手写真展
時 7月9日（金）～ 14日（水）10:00
～ 18:00（最終日は15:00まで）
◆取手駅市民ギャラリー（取手駅東
西連絡地下通路内）
▶障害者福祉センターつつじ園・ふ
じしろ合同作品展
時 6月30日（水）～７月６日（火）
▶（東）よりみち作品展
時 7月7日（水）～ 13日（火）
◆藤代駅市民ギャラリー（藤代駅橋
上連絡道内）
▶藤代陶芸クラブ展
時 7月14日（水）～ 27日（火）
※展示期間が変更になる場合があり
ます。市民ギャラリーの展示初日は
13時から鑑賞できます。
問 文化芸術課☎内線1292

市ギャラリー展示予定

市ギャラリーの催
し物

現況届の提出は、引き続き児童手当
を受給する資格があるかを審査する
ために必要です。提出がないと手当
の支給が保留となります。
■現況届を６月15日に発送しました
必要書類を添えて、期限までに提出
してください。現況届が届かない場
合は、お問い合わせください。
申 ▶必要書類：受給者の共済組合員
証の写し（共済組合に加入していな
い方は不要）
※子どもと別居の方は別居監護申立
書も必要です。必ず子どもの個人番
号を記入してください。
▶提出方法：同封の返信用封筒で返送
■マイナポータル（ぴったりサービ
ス）からも申請ができます
添付書類の提出が別途必要な場合が
あります。詳しくは内閣府のホーム
ページをご覧ください。
締 6月30日（水）
問 子育て支援課☎内線1343

児童手当を受給している方は現
況届の提出を忘れずに

マ イ ナ ポ ー タ ル　
ぴったりサービス

公立の小・中学校、高等学校で使用
している教科書や、次年度以降の教
科書候補を展示します。
時 6月18日（金）～ 7月1日（木）（平
日9:00 ～ 17:00）
所 藤代庁舎
問 指導課☎内線2043

教科書展示会
市政治倫理条例に基づき市長・副市
長・教育長から令和3年度に提出さ
れた資産等報告書と所得等報告書が
閲覧できます。
時 令 和8年6月1日（ 月 ）ま で（ 平 日
8:30 ～ 17:15）
所 総務課
問 総務課☎内線1125

資産・所得等報告書閲覧

令和3年度国民健康保険税・後期高
齢者医療保険料の低所得者に対する
軽減措置の算出基準が変更になりま
した。
▼国民健康保険税
世帯主と加入者の所得金額の合計が
基準に該当していると、均等割額（加
入者1人当たりの額）と平等割額（世
帯当たりの額）が軽減されます。
▼後期高齢者医療保険料
世帯（被保険者と世帯主）の所得金額
が基準に該当していると、均等割額

（被保険者1人当たりの額）が軽減さ
れます。
■軽減判定所得基準
▶7割軽減…43万円＋10万円×（給
与所得者などの数※－1）以下の世帯
▶5割軽減…43万円＋10万円×（給
与所得者などの数※－1）＋「28.5万
円×世帯の被保険者数」以下の世帯
▶2割軽減…43万円＋10万円×（給
与所得者などの数※－1）＋「52万円
×世帯の被保険者数」以下の世帯
※一定の給与所得と公的年金などの
支給を受ける方を指します。
問 国保年金課　国民健康保険税…
☎内線1364　後期高齢者医療保険
料…☎内線1368

国民健康保険税・後期高齢者医
療保険料　軽減基準の変更

◆納税（入）通知書の発送
時 7月15日（木）
◆特別徴収（年金天引き）決定通知の
発送
時 7月30日（金）
※2年目以降の方は、4・6・8月に
保険税（料）を仮徴収し、10・12・
来年2月で残りを調整します。
問 国保年金課　国民健康保険税…
☎内線1364　後期高齢者医療保険
料…☎内線1368

国民健康保険税・後期高齢者医
療保険料　納税（入）通知書発送

時 6月29日（火）9:30 ～
所 藤代庁舎3階
問 教育総務課☎内線2011

教育委員会定例会

7月1日（木）から、クッキングスタジ
オの貸室利用を再開します。
定 1回10人程度
問 取手ウェルネスプラザ☎71-2122

クッキングスタジオの貸室再開

取手ウェルネスプ
ラザ


