
今年度、新百歳祝（男１人・女４人）・カジマヤー祝
（男４人・女１９人）を迎える方へ久米島町より祝金、
祝状の贈呈を行いました。

お問合せ先 福祉課 保険･年金班　☎985-7124

平成３０年度　
新百歳・カジマヤー慶祝訪問

国民年金のポイント
◎将来の大きな支えになります
国民年金は２０歳から６０歳までの人が加入
し、保険料を納める制度です。国が責任を
もって運営するため、安定していますし、年金
の給付は生涯にわたって保障されます。

国民年金加入のQ＆A
Q．国民年金の加入手続きはどこでするの？
A．20歳になったら町役場または年金事務所窓
口で手続きをしてください。

Q．毎月の保険料は
A．月額16,340円です。(平成30年度)
Q．毎月の保険料を払えない。どうすればいい？
A．国民年金保険料を納めることが経済的に困
難な場合には、保険料の納付が猶予または
免除される制度があります。(学生納付特例
制度、若年者納付猶予制度)役場、年金事務
所にご相談ください。手続きをしないと老後
の年金が受け取れなかったり、不慮の事故等
により障害が残ってしまったときに、障害基
礎年金を受け取れなくなる場合があります。

※年金手帳を大切に！年金手帳は一生使いますので大切
に保管しましょう。

外見からは分からなくても援
助が必要な方がいます。この
マークを見かけたら、思いやり
のある行動をお願いします。

外見では健康に見えても、疲
れやすかったり、つり革につか
まり続けるなどの同じ姿勢を
保つことが困難な方もいます。

交通機関の事故等、突発的な出来事に対して
臨機応変に対応することが困難な方や、立ち
上がる、歩く、階段の昇降などの動作が困難な
方がいます。

※ヘルプマークをご希望される方は、福祉課
福祉班（☎985-7124）までご連絡ください。

バス・モノレールの中で、
席をおゆずりください。

バス停や駅、商業施設等で、声をかける
などの配慮をお願いします。

災害時は、安全に避難するための支援
をお願いします。

20歳になったら国民年金に加入しましょう。

新成人のみなさんへ
ヘルプマークを知っていますか？

中 原　　  靜（字比屋定）
比 嘉　 タ ツ（字嘉手苅）
與 座　 カ メ（字兼城）
長 濱　 春 子（字儀間）
宇 禄　 昌 保（字比嘉）

當 間　 幸 信（字嘉手苅）
佐久川　 ツル子（字儀間）
伊 敷　 ヨ シ（字兼城）

新 垣　 ハ ツ（字大田）
宮 平　 亀 吉（字嘉手苅）
宮 里　 ハ ル（字具志川）
吉　原　 ヒ　デ（字宇根）
新　垣　 ウ　シ（字大原）
宇　禄　 ヨ　シ（字比嘉）
上　里　 つる子（字儀間）
新　垣　 ツ　ル（字嘉手苅）
譜久里　 藤　江（字山里）
平　田　 は　つ（字真謝）
山　代　 芳　枝（字真謝）

城　間　 静　子（字比屋定）
富　永　 ト　ミ（字嘉手苅）
與那嶺　 正　徳（字島尻）
宇江城　 タ　ル（字真謝）
桃　原　 美　代（字宇根）
中　原　 ハ　ル（字真我里）
富　永　 ト　ミ（字山城）
新　里　 昌　永（字山里）
安　村　 　富（字嘉手苅）

新 百 歳

カジマヤー（９７歳）

援助が必要な方のためのマークです。

ファミサポ
久米島 子育て支援サポーター講習会のお知らせ

日　時 2019年2月23日（土）・24日（日）9：00～16：30

持ち物 弁当、筆記用具
場　所 久米島町老人福祉センター（久米島町字大田584-1）

費　用 無料

※お子さん連れの場合
は、ファミサポで対応
いたします。（有料）

・ファミリー・サポート・センターの概要、
援助内容
・子ども家庭福祉
・保育者の職業倫理と配慮事項/ファミサ
ポ援助活動の実際
・保育の原理
・地域保育の環境整備
・グループ討議（昼食をとりながら）
・安全の確保とリスクマネジメント
・絵本のある子育て
・乳幼児、学齢期の心理と発達
・乳幼児の食事と栄養
・久米島町の教育の現状

1日目
・心肺蘇生法　講義　実習
・子ども、子育て世帯の現状/特別に配慮
を要する子どもへの対応
・総合演習/グループ討議（昼食をとりな
がら）
・乳幼児の生活と遊び
・小児保健
・児童虐待と社会的養護
・対人援助の価値と倫理/子どもの障害

2日目

講師は、公立久米島病院医師をはじめ各専
門分野のスペシャリストです。
興味のある方はどなたでも受講できます。
申込制なのでお電話お願いします！

お申込み・お問合せ　☎福祉課 985-7124

　本サービスは、電子図書館の導入や利用促進に関する課題解決を図るための実証事業として行われてい
ますので、利用者だけでなく、利用していない町民の皆様も含めて電子図書館に関するアンケートへの協力
をよろしくお願いいたします。

「電子図書館」利用してみよう
「電子図書館」が１１月からすでに利用開始と

なっていますが、もう利用していますか？自宅な
どで好きな時に本を借りることができ、とても便
利です。まだの方はぜひ、教育委員会または町図

書室で申込をして、IDとパスワードを発行し、利用し
てみてください。詳しくは、久米島町HPや久米島町電

子図書館サイトでご確認ください。
また、町図書室で電子図書館体験用のタブレットを配置予定で

す。実際に体験してから利用を考えたい方は、ぜひご利用ください。

図書館
準備室
だより

LIBRARY

第4号

■ お問合せ ■
教育委員会

☎985-2287
①久米島町電子図書館サイトから回答
②久米島町教育委員会または町図書室設置のアンケート用紙で回答

アンケートにご協力ください。

アンケート回答方法

久米島町電子図書館
サイトはこちらから
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