農 業者 年金 で

この年金は、二十年が最底
資格期間 となっ ていますが
昭和 四十六年 一月一日現在
三十六歳から五十五歳末満
の人は、五年から十九年を
もっ て最底資格期間 とす る
有利な取扱 いです。
▽保険料 はいくら か ・
月額七百五十円で毎年一
月、 四月、七月、十月の四

五十五歳以上 の経営主で
一定の要 件で離農し た場合
に交付 されます。

▽離農給付金とは

回に区分し協同組 合に 納 め
る ことになっ ています。

給付 され ます。
「脱退、 死亡一時金」
三年以上保険料 を納 めた

交 付

生える二年草で す。 これ
と同じ 仲間の ナズ ナや マ

したがっ て、 フラワー セ
ンターの今回の記録がは
じ めてのようです。和名
の由来 は果実 の形が ク軍
配 4に以ているナズ ナと
いうこ とです。

十小

今後 は各支所 窓ロ、 および
旧市内、松島、 栄地区の人
は本庁窓 ・
ロサービ課受付 係
で済 ませるこ とがで き ま
す。 窓 口事務を スムーズに
行なうため世帯内に 異動が
あっ た場合は国保保 険証、
印鑑など 必要なものは届け
出のさいご 持参願い ます。

▽ウワミズザクラ（バ
ラ科 ）。 山地に 生え る
落葉高木です。和名は ク
上構桜ク から転化し たも
のです。 むかし亀甲で 占
いを行うとき、 この材
の上面に 溝
を彫っ て使
ったので ク
上溝 4とな

びらと、おし べの関係で
見分けがつきます。

ズザ クラもありますが、
葉にあ る密腺 の位置と花

ったといわれて います。
この仲間に ェゾノウワ、
・
、

ラ ワー センタ ー
5月下旬ー 六月上旬

メグンパ イナズ ナは、県
内に 普通 に見ら れ ますが
この種は五所川原で の報
告を 聞い ておりませ ん。

クの支給 など です。
この窓 ロの統合に より、

ー窓ロ サ ービ ス 課で ー

括し て扱います。
これは住民異動届のほか
国民健康保険 証の新規交付
訂正削除 および助産葬 祭費

津 軽フ

以上、農業者年金の概要
につ いて紹介しましたが、
詳し いことは市 農業委 員
会に お問い合 せくだ さい。

保険証の

▽発足時の特例とは

人が途 中で脱 退し たり死亡
した場合 は、納め た保険料
以上 の一時金 がもら い ま
す。

経営の移譲 の有無にかか
わらず六十 五歳になっ たら

「農業 者老令 年金」

「経営移譲年金」
六十歳 から六十四歳 まで
の間に経営 を移譲し た時 点
から給付さ れます。

豊 か な 老後 を
農業 者の皆 さん、 「農業
者年金 」に加入され まし た
この農業者年金は、 全国

．
刀

の農業者の皆 さん の永年の
熱望に よってできた 制度で
厚生年金なみの年金 という
願望一実ったものです。 農
業者の方々の 老後 の福祉の
向上と農業の 近代 化、明る
い農村 をめざ して昭和四十
六年一月一 日から発足し た
ク農業者の ための 年金 4
です。
▽どんな人が加 入できる
か
「当然加 入」
経営面積（農地）が五〇
アール以上の農家の経 営主
で、国民年金に加 入し てい
る人です。
「
任意加 入」

の支給、 国民年金の資格取
得と資格の喪失、 乳児 およ

市で はこれ まで 二課 四係
にまたがり扱っ ていた住民
異動届など の手続を、五月
一日から統合し、 窓 ロサー
ビ ス課受付 係、各支所で 一

十 六年一月一日 現在で 五十
五歳をこえない人が加入で

び妊産婦への サラシ、ミル

経営面積が五〇ァ ール以
上の農家の後継者、 など の

き ます。
▽いつから年金が もら え

条件が必要で す。
なお両 制度とも、昭和四

るか

下面に は白
い綿毛を密

状で
ゼ ット

科）。 日当り のよ い山地
に生え る多年草で す。 葉
は根生し ロ

▽センボ ンヤリ （キク

（露）灘
」

⑥

生し ます。花の茎 が長く
伸び るさ まをク千本槍 4
にたとえ ての和名の 由来
です。
▽グ ンバイナズ ナ （ア
，
フラナ科）。畑や路傍 に

ー

作文募集
便局ー

郵政省で は文部省、 都道
府県教育委 員会、 NHKな
ど の後援を得 て第十一回簡
易保 険児童生徒作文 コンク
ールを次 の要項で募集し て
います。

▽文題、 次の いずれか を

△応募 資格、小学 生5ー
6年、 中学生ー13年、
選んで 下さい。①「 簡 易保
険 」または これに関連の あ
るもの。⑧自由題、
▽長さ 等、4百字づめ原
稿用紙5枚以内 とし 作品は
一点ご とに 応募票（ 郵便 局
から別途交付） を作文 の上
に つける こと△あて 先、最
△ メ切り、昭4年
76月30

寄りの郵便 局

△その他、 作 品は末発表

日
のもとす る。入選作 品は郵
政省簡 易保 険局に帰属す る
もので 返却しな い。
△賞、①地方 コンクール
郵政局 賞、知事賞、市 長賞
⑧中央 コンクール、郵政大
臣賞 文部大臣賞、 △入選
発表は、 地方 コンクール、
昭 四七年 八月、中央 コンク
ール、昭 四七年十月。

災 害遺 児 に
三 万 円贈 る

JKc （日本畜犬 クラブ
）県津軽 支部は、 このほど
市内 の交通事 故など で片親
を失なっ た災害遺児 にあげ
てくだ さ いと現金三 万円を
市福祉 事務 所に贈 り まし
た。
これは同支部 がこの ほど
フランドで
岩木 川原の市営“
開い た「全犬種チヤン ピ オ
ン展覧会 」を開 いた益金の
中から 災害遺児 に役 立てて
くだ さい と大会委員長 の山
上藤之 助さんが 届け たもの
です。市内に は現在 災害遺
児が 二十九世帯に 四十 八人
おり、市福祉事務所 は近々
災害遺児家庭に 配分す る こ
とにし ています。

