お知ら せ
森林・山村多面的機能発揮対策交付金募集

ひまわりクラブ・ちゅうりっぷの会は、心の病を持
ちながら地域で暮らしている方が集い、レクリエー
ション、創作活動、調理などを通して、仲間づくりや
社会に出ていくための自信をつけることを目的に毎
月活動しています。お気軽にご参加ください。
◆活動日・活動場所
▷ひまわりクラブ：毎月第 2 金曜日（場所：萩原・下呂地域内）
▷ちゅうりっぷの会：毎月第 3 金曜日（場所：金山地域内）
※時間はいずれも 10 時～ 15 時。
※活動日は変更になる場合があります。
◆ 4 月の活動日はお弁当をつくってお花見をします。
◎ 4 月11日（金） ちゅうりっぷの会 ◎ 4 月25日（金） ひまわりクラブ
※事前に申し込みが必要ですので下記までご連絡ください。
◇問合先／地域活動支援センターやまびこ☎ 0577-72-5023
健康医療部健康課 ☎ 53-2101（直通）
福祉部社会福祉課 ☎ 52-3936（直通）

里山林など森林の保全管理や広葉樹未利用材の
利活用、森林環境教育など山村地域の活性化に資
する取組に対し、3 年間一定の費用を国が支援しま
す。
（平成 26 年度～平成 28 年度）
◆応募対象者▷森林所有者、地域住民、自治会等
の地域の実情に応じた 3 名以上の者で構成する組織
◆応募条件▷【活動組織】 ①組織の規約が定めら
れていること。②森林所有者と活動に関する協定書
を締結していること。③県内を活動区域とし、県内
に事務所を置いている団体。
【対象森林】 ①森林経営計画及び森林施業計画が
策定されていない森林。②活動面積が０．
１ha 以上
◆募集期限▷平成 26 年 4 月 25 日（金）
※詳しくは下呂市ホームページをご覧ください。
◇問合先／農林部林務課 ☎ 52-2000 内線 424

下呂市ふるさと寄附（御礼）特産品の贈呈をはじめます
平成 26 年 4 月から、下呂市ふるさと寄附へ 1 万
円以上ご寄附いただいた方へ感謝の気持ちとして、
また地場産業の振興を目的に、市外在住の寄附者
の方へ下呂市特産品の贈呈をはじめます。
皆さまから寄せられる寄附金は、魅力あふれる
下呂市の元気なまちづくりに活用させていただきま
す。
☆特産品は寄附金額に応じて、「下呂市特産品カタ
ログ」から１つ選択できます。
☆特産品の贈呈は、各年度
（４月１日から翌年３月 31 日）
につきお一人様１回です。

☆特産品は、事業者から直接お送りしますので、寄附者の

みんなでつくろう、支えあいの地域社会

ひまわりクラブ・ちゅうりっぷの会のご案内

ご住所、お名前、連絡先を市から事業者にお伝えするこ
とをご了承ください。
（送付先は国内に限ります）
（下呂市の魅力を市外に PR する観点から、特産品の
贈呈は市外在住の寄附者のみを対象とさせていただ
きますのでご了承ください。）
※寄附金の申し込み方法等については
下呂市ホームページをご覧ください。
◆問合先 経営管理部総合政策課 ☎ 24-2222（内線 253）

平成 26 年度国民年金保険料は 15,250 円（月額）
●保険料納付方法
国民年金を納付書で納めている方には、4 月上旬
に平成 26 年度（1 年分）の納付書が送付されます。
一部免除が承認されている方には 6 月分までが送付
され、7 月上旬に 7 月分からの免除のない納付書が
送付されます（引き続き免除を受けるには申請が必
要です）。口座振替の方は、引き続き口座から引き
落とされます。口座振替で早割制度や前納制度など
を利用すると保険料がお得になります。
●保険料免除・納付猶予制度
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、申
請することによって保険料が免除又は猶予されま
す。今までの免除申請は、直近の７月までしかさか
のぼることができませんでしたが、年金強化法によ
る制度改正により今年の４月から２年前までさかの
ぼって免除申請が行えるようになりました。

【手続き方法】
印鑑と年金手帳のほか、失業したことにより申請を行
う時は雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者
離職票、平成 24 年 1 月 1 日現在に下呂市以外の住所で
あった方については所得課税証明書が必要となります。
●学生納付特例制度
20 歳以上の学生の方で、国民年金の保険料を納めること
が困難である場合、在学期間中の保険料を猶予する制度です。
学生納付特例が承認された期間の保険料は、特例の承認期
間終了後 10 年以内なら追納が可能です。将来、満額の老齢
基礎年金を受け取るために追納することをおすすめします。
【手続き方法】
印鑑と年金手帳、在学証明書（原本）または学生証（コ
ピー可）を持参のうえ、市民課または各振興事務所で手
続きしてください。なお、この申請は毎年度必要です。
◆問合先 市民部市民課 ☎ 24-2222（内線 117）
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☎ 52-2900

チャンネル下呂
4月の番組表
３月の番組表

時
7
8
9
10

分

番組名

0
45
0
30
0
45
0

週刊まめなかな・テレビ回覧板

45

もっと！週刊まめなかな
HV

HV

下呂観光番組

週刊まめなかな・テレビ回覧板
岐阜県情報

HV

サイエンスチャンネル

0
11

下呂へ GO!

HV

週刊まめなかな・テレビ回覧板
多チャンネルのご案内
HV

55 ＦＣ岐阜応援番組 緑の話を聞け！
12
13
14
15

0
30

もっと！週刊まめなかな
HV

0
45
0

週刊まめなかな・テレビ回覧板
HV

下呂へ GO!
HV

チャンネル下呂インフォメーション

0

週刊まめなかな・テレビ回覧板
HV

45 チャンネル下呂インフォメーション
0

16

岐阜県情報

30

もっと！週刊まめなかな
HV

下呂観光番組

55 ＦＣ岐阜応援番組 緑の話を聞け！
17
18
19

20

0

HV 週刊まめなかな・テレビ回覧板

45

岐阜県情報

0

サイエンスチャンネル

0

HV 週刊まめなかな・テレビ回覧板

45

HV 下呂へＧＯ！

0

HV もっと！週刊まめなかな

30

下呂観光番組

緑の話を聞け！
55 ＦＣ岐阜応援番組
HV

21
22
23
0～6

15 GERO 2014. 4

0

週刊まめなかな・テレビ回覧板

45

岐阜県情報

0

HVサイエンスチャンネル

0

週刊まめなかな・テレビ回覧板

45

多チャンネルのご案内

0

お買物情報

●週刊まめなかな（毎週水曜日更新）
季節の話題・スポーツ・展示会から学校の行事まで、市内の話
題が満載の市民のための情報番組です。朝７時から２時間おきに
１日９回放送します。

〈4 月のコーナー〉

4/2 ～ 4/15 こんにちは！市役所です
市役所から耳寄りな情報や話題などをお知らせします。
今回は、5 月に開院する下呂温泉病院を紹介します。
4/16 ～ 4/22 新コーナー まめ体操
テレビを見ながら気軽にできる健康体操を
紹介します。
【再放送】平成 25 年度版
なかよし保育園・下呂市小学校リレー訪問
4/16 ～ 4/22 宮田保育園 4/23 ～ 4/29 小坂小学校
4/30 ～ 5/6 萩原南保育園（年少児）5/7 ～ 5/13 尾崎小学校

●下呂へ GO ！（毎月１日更新）

下呂市の魅力をお届け！
オススメのグルメスポット、観光スポットを紹介します。
●【新番組】ＦＣ岐阜応援番組 緑の話を聞け！（毎週金曜日更新予定）
ラモス瑠偉監督を招へい、元日本代表の川口能活選手・三都主アレ
サンドロ選手も加入し、2014 年シーズンを迎えたＦＣ岐阜。
番組ではＦＣ岐阜のＪ 2 の試合を中心にインタビューを交えてチー
ムの情報を発信します。

★情報提供はこちらへ★

チャンネル下呂の番号
チャンネル下呂 FAX 34-0701
◆地上デジタル放送
市内全地域…12
ハガキ 〒509-1695
下 呂 市 金 山 町 大 船 渡 600 番 地 8
金山振興事務所内 CCN（株）
メール chgero@ccn-catv.co.jp HP http://geronet.info/chgero/
※いずれの場合もお名前と連絡先を必ずご記入ください。
※情報提供にかかる個人情報は、目的以外には使用しません。

チャンネル下呂特別番組アンコール「鳳凰座歌舞伎 定期公演」
５月３日と４日 下呂市御厩野
の鳳凰座で「鳳凰座歌舞伎 定期
公演」が行われます。「チャンネル
下呂」では、この公演に先駆けて
平成 25 年 7 月にお送りした特別
番組「鳳凰座歌舞伎 定期公演」
（平
成 25 年 5 月開催）を再放送します。
◆放送チャンネル：地上デジタル 12 チャンネル
◆放送日時：① 4 月 19 日（土）14 時～、20 日（日）14 時～
② 4 月 26 日（土）14 時～、27 日（日）14 時～
※土曜日は公演前半、日曜日は公演後半を放送

チャンネル下呂ではスポット CM を募集しています。詳しくは下呂ネットサービスまで☎ 25-3336

