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産前産後期間の国民年金保険料が免除となります…２・３ 医療機関のかかり方で上手に節約しましょう…４
ご存じですか？ 障害・老齢年金等を受ける場合、傷病手当金は調整されます… ５
「年金シニアライフセミナー」開催のご案内 …６

パークゴルフ大会が開催されます…６

花ことば：私を忘れないで・真実の愛
ザ・ピルグリム／イングリッシュローズ

⛅⏣┴♫ಖ㝤༠࣮࣒࣮࣍࣌ࢪЍhttp://www.syahokyo-akita.jp
♫ಖ㝤㛵ಀࡢไᗘࡸᒆฟࡘ࠸࡚ࡣࠊ
᪥ᮏᖺ㔠ᶵᵓ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪЍhttps://www.nenkin.go.jp/ࠉ㟁Ꮚᨻᗓࡢ⥲ྜ❆ཱྀ H*RY Ѝhttps://www.e-gov.go.jp/
ᗣಖ㝤ࡢ⤥࣭௵ព⥅⥆࣭デ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᅜᗣಖ㝤༠࣮࣒࣮࣍࣌ࢪЍhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/

日本年金機構からのお知らせ

産前産後期間の国民年金保険料が
産前産後期間の
免除となります！！

βųᨊųų᧓
ЈငʖܭଐǇƨƸЈငଐƕޓƢǔஉƷЭஉƔǒᲮƔஉ᧓ᲢˌɦžငЭ
ငࢸβᨊ᧓ſƱƍƍǇƢŵᲣƷൟ࠰̬ᨖ૰ƕβᨊƞǕǇƢŵ
ƳƓŴٶᏒ۔کƷئӳƸŴЈငʖܭଐӍƸЈငଐƕޓƢǔஉƷƔஉ
ЭƔǒᲰƔஉ᧓Ʒൟ࠰̬ᨖ૰ƕβᨊƞǕǇƢŵ
èЈငƱƸŴ۔کᲲᲯଐᲢᲮƔஉᲣˌɥƷЈငǛƍƍǇƢŵ
ųᲢരငŴ්ငŴଔငƞǕƨ૾ǛԃǈǇƢŵᲣ

ݣųᝋųᎍ
ငЭငࢸβᨊ᧓ƴൟ࠰ᇹᲫӭᘮ̬ᨖᎍƷ᧓ǛஊƢǔ૾
èЈငଐƕᲭᲫ࠰ᲬஉᲫଐˌᨀƷ૾ƕݣᝋƴƳǓǇƢŵ

ފųЈųų
ЈငʖܭଐƷᲰƔஉЭƔǒފЈӧᏡưƢƷưŴᡮǍƔƴފЈƘƩƞƍŵ

ފųЈųέ
Ɠ˰ǇƍƷࠊᲢғᲣࢫǇƨƸထࢫئƷൟ࠰ਃ࢘ᆸȭ

ࣔǕƣƴዓƖǛ
ųųųųƠǇƠǐƏŵ
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ᲶǑƘƋǔƝឋբᲸ
3ᲫųᲭᲫ࠰ᲭஉƴЈငƠǇƠƨƕŴ˴உЎƷ̬ᨖ૰ƔǒငЭငࢸƷ̬ᨖ૰βᨊƕᢘဇ
ųųųƞǕǇƢƔ!
#ᲫųᘍଐƕᲭᲫ࠰ᲮஉưƢƷưŴᲭᲫ࠰ᲮஉᲫଐˌᨀƷފЈƕƋǕƹŴЈငଐ
ųųųǛؕแƱƠƯငЭငࢸβᨊ᧓ƕൿܭƞǕǇƢŵᲭஉƴЈငƠƨئӳƸŴᲮஉЎŴᲯ
ųųųஉЎƷ̬ᨖ૰ƕβᨊƱƳǓǇƢŵ
3ᲬųငЭငࢸ᧓ƷβᨊƸŴ࠰᫇ǛᚘምƢǔƱƖƴβᨊ᧓ƱƠƯৢǘǕǇƢƔ!
#ᲬųငЭငࢸ᧓ƱƠƯᛐǊǒǕƨ᧓Ƹ̬ᨖ૰Ǜኛ˄ƠƨǋƷƱƠƯᎊᱫؕᄽ࠰ƷӖ
ųųųዅ᫇ƴӒପƞǕǇƢŵ
3ᲭųငЭငࢸ᧓Ƹ˄ь̬ᨖ૰Ǜኛ˄ƢǔƜƱƕưƖǇƢƔ!
#ᲭųငЭငࢸ᧓ƴƭƍƯŴ̬ᨖ૰ƸβᨊƞǕǇƢƕŴ˄ь̬ᨖ૰Ƹኛ˄ƢǔƜƱƕưƖ
ųųųǇƢŵ
3ᲮųЈငࢸƴފЈƢǔƜƱƸưƖǇƢƔ!
#ᲮųЈငࢸưǋފЈƢǔƜƱƕưƖǇƢŵƜƷئӳƷငЭငࢸ᧓ƸŴЈငଐƷޓƢǔஉ
ųųųƷЭஉƔǒ፻ŷஉǇưƷᲮƔஉ᧓ƱƳǓǇƢŵ
3Ჯų̬ᨖ૰ǛЭኛƠƯƍǇƢƕŴငЭငࢸ᧓Ʒ̬ᨖ૰Ƹᢩ˄ƞǕǇƢƔ!
#Ჯų̬ᨖ૰Ǜኛ˄ƞǕƯƍǔئӳŴငЭငࢸ᧓Ʒ̬ᨖ૰Ƹᢩ˄ƞǕǇƢŵ

ଐஜ࠰ೞನțȸȠȚȸǸƔǒފЈဇኡǛȀǦȳȭȸȉưƖǇƢŵǇƨŴᚡλƷ૾ඥǋ́ƤƯᚡ᠍
ƠƯƓǓǇƢƷưŴƥƻƝᚁƘƩƞƍŵ

ųŬଐஜ࠰ೞನțȸȠȚȸǸųJVVRUYYYPGPMKPIQLR
ǇƨŴ੩ЈƷᨥƸˌɦƷǛƝဇॖƘƩƞƍŵ
Ũช˄ƴƭƍƯ
ųЈငЭƴފƷ੩ЈǛƢǔئӳᲴࡍͤ܇ࠚƳƲ
ųЈငࢸƴފƷ੩ЈǛƢǔئӳᲴࠊғထưЈငଐሁƕᄩᛐưƖǔئӳƴƸŴɧᙲ
ųųųųųųųųųųųųųųųųƨƩƠŴᘮ̬ᨖᎍƱ܇ƕКɭ࠘ƷئӳƸЈဃᚰଢƳƲЈငଐӏƼᚃ܇
ųųųųųųųųųųųųųųųų᧙̞ǛଢǒƔƴƢǔ

1̾ʴဪӭᲢȞǤȊȳȐȸᲣƴǑǓފЈǛᘍƏᨥƷช˄ƴƭƍƯ
ųފЈஜʴƕᆸȭưފǛ੩ЈƢǔئӳƸŴȞǤȊȳȐȸǫȸȉᲢ̾ʴဪӭǫȸȉᲣǛ੩ᅆƠƯƘƩƞƍŵ
ųƳƓŴᣁᡛưފǛ੩ЈƢǔئӳƸŴȞǤȊȳȐȸǫȸȉƷᘙȷᘻɲ᩿ǇƨƸĬӏƼĭƷǳȔȸǛช˄
ųƠƯƘƩƞƍŵ
ųųĬȞǤȊȳȐȸƕᄩᛐưƖǔᲴᡫჷǫȸȉŴ̾ʴဪӭƷᘙᅆƕƋǔ˰ൟᅚƷϙƠ
ųųĭ៲ΨᲢܱנᲣᄩᛐᲴᢃ᠃βᚩᚰŴȑǹȝȸȈŴנသǫȸȉƳƲ

ᛇƠƘƸŴɦᚡƷӲ࠰ʙѦǁƓբƍӳǘƤƘƩƞƍŵèᐯѣ᪦٣కϋưƝకϋƠǇƢŵ
ᅸဋ࠰ʙѦ  ᰛߺ࠰ʙѦ  ࠰ٻʙѦ  ஜᒱ࠰ʙѦ  
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全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ

মभୢાमফرੜਸآ
ୢાभ೪ऋਜآ
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Ҕၲ২ᘐƷᡶഩǍ᭗ᱫ҄ሁƴǑǓŴଐஜƷҔ
ၲᝲƸʻࢸǋɥଞƢǔᙸᡂǈưƢŵྵנƷҔၲ
̬ᨖСࡇǛʻࢸǋዜਤưƖǔǑƏŴᢘദӖᚮƴ
ѐǊǇƠǐƏŵ
Ҕၲೞ᧙ƴૅƏҔၲᝲƸŴƪǐƬƱƠƨ࣎
ƕƚưራኖƢǔƜƱƕưƖǇƢŵራኖƱƍƬƯ
ǋŴφӳƕफƍƷƴӖᚮƤƣƴॸƢǔƱƍƏ
ƜƱưƸƋǓǇƤǜŵɥƴӖᚮƠƯҔၲᝲƷ
ᬛǛถǒƢȝǤȳȈƕƋǓǇƢŵ
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ƔƔǓƭƚҔǛਤƪǇƠǐƏ
ƪǐƬƱƠƨƔƥƳƲưƍƖƳǓٻ၏ᨈǛӖᚮƢ
ǔƷƸŴኺฎႎƴǋᬛƕٶƘŴƓƢƢǊưƖǇƤ
ǜŵșȃȉૠᲬᲪᲪˌɥƷ၏ᨈưƸŴኰʼཞǛਤ
ƨƣƴӖᚮƢǔƱŴИᚮ૰ƱƸКƴཎК૰Ǜૅ
ƏƜƱƴƳǓǇƢŵ
ဃ፼ॹ၏ƳƲཞ७Ʒܭܤ
Ơƨॸࣱ၏ƷʴǍŴ୍െƸͤ
ࡍƳʴƕƔƥƳƲƷ᠉ၐưӖ
ᚮƢǔƱƖƸŴǇƣƸᡈƷ
žƔƔǓƭƚҔſǛӖᚮƢǔ
ǑƏƴƠǇƠǐƏŵ
žƔƔǓƭƚҔſƕƍǕƹ

ਛ੪ফ ਛফ ਛফ ਛফ ਛফ ਛফ ਛফ
ௐেௌ௮َਛফ২বড়ୢાभயُेॉ

ȏǷǴӖᚮƸ៲˳ƱƓƷਃƕٻƖƍ
၏ൢǍƚƕƷၲɶƴŴᐯЎƷЙૺưӖᚮέǛ٭
ƑǔƜƱƸžȏǷǴӖᚮſƱԠƹǕŴ៲˳ႎȷኺฎ
ႎƴٻƖƳਃƕဃơǇƢŵφ˳ႎƴƸŴ᠃ᨈƢǔ
ƨƼƴžИᚮ૰ſƕƔƔǓǇƢŵƞǒƴŴӷơ౨௹
ƕጮǓᡉƞǕŴӷơǑƏƳᕤǛϼ૾ƞǕǔƷưŴ
ƦƷЎҔၲᝲǛٶƘૅƏƜƱ
ƴƳǓǇƢŵƱƘƴ౨௹Ʒɶư
ǋ%6Ǎ/4+ƳƲƷဒᚮૺƸ
౨௹૰ƕ᭗ƘŴጮǓᡉƠӖƚǔ
ƜƱƸ៲˳ƴǋٻƖƳਃƱƳ
ǓǇƢŵ
᠃ᨈƷᨥƸǇƣƸ
ɼҔƴႻᛩǛ

ኺฎႎƴǋ࣎ܤưƢ

᧓ٳӖᚮƸлف૰ƴƳǔ

ǸǧȍȪȃǯҔᕤԼǛ̅ဇƠǇƠǐƏ
έƴႆƞǕƨҔᕤԼƷཎᚩƕЏǕƨƋƱƴŴӷ
ɟƷஊјЎư˺ƬƨƓᕤưƢŵέႆҔᕤԼǑǓ
ႆᝲƕݲƳƘƯฎǉƷưŴƦƷЎ̖ǋܤƘϼ૾Ơ
ƯǋǒƏƜƱƕưƖǇƢŵ

˞ଐǍ᧓ٸƴ࣯ࣖݣƠƯ
ƘǕǔҔၲೞ᧙ƸҔၲᝲƕ
žлف૰ſƴƳƬƯƍǇ
ƢŵǍǉǛࢽƳƍئӳǛᨊƖ
᧓ٳӖᚮǛƑǔƜƱưҔ
ၲᝲǛራኖưƖǇƢŵ
᧓ٳƸлف૰

ॖٳƴ᭗ƍ܇ƲǋƷҔၲᝲ
ųஇᡈưƸŴ܇ƲǋƷҔၲᝲƷɟᢿǛᙀяƢǔᐯ
˳ƕفƑƯƍǇƢŵƜƷئӳŴᆸӝưૅƏ᫇ƕ
ݲƳƍƨǊž܇ƲǋƷҔၲᝲƸܤƍſƱ࣬ǘǕǔƔ
ǋƠǕǇƤǜƕŴʐ࠷δƷИᚮ૰Ǎ౨௹૰ƸٻʴǑ
Ǔ᭗ƘƳǓǇƢŵ
ųǇƨŴ᧓ٸǍ˞ଐƳƲᚮ
ၲٳƴӖᚮƢǔƱᡫࠝưǋ
᧓ٳьምƕƭƖǇƢƕŴ
ᲰബசƷ܇ƲǋƷئӳŴ
ьምƸƞǒƴ᭗᫇ƴƳǓǇ
Ƣŵ

јƖႸǍܤμࣱƸƔǒ̬ᚰƞ
ǕƯƍǇƢŵǇƣƸҔࠖȷᕤдࠖ
ƴႻᛩƠƯǈǇƠǐƏŵ

܇ƲǋǛ၏ᨈƴᡲǕƯᘍƘƔᡕƬƨǒ࣯Ⴛᛩǁ
᧓ٸǍ˞ଐƷ࣯Ƴ܇ƲǋƷ၏ൢƴƲƏݣϼƠƨǒ
ǑƍƷƔŴҔၲೞ᧙ǛӖᚮƢǂƖƔƲƏƔƳƲЙૺ
ƴᡕƬƨƴŴμӷɟƷჺဪӭžᲝᲲᲪᲪᲪſ
ǛȗȃǷȥƢǔƱŴ˰ǜưƍǔᣃᢊࡅჄƷႻᛩᆸӝ
ƴᐯѣ᠃ᡛƞǕŴݱδᅹҔǍჃᜱࠖƔǒ܇ƲǋƷၐ
ཞƴࣖơƨᢘЏƳݣϼ૾ඥǍŴ
ӖᚮƢǔҔၲೞ᧙ሁƴƭƍƯǢ
ȉȐǤǹǛӖƚǔƜƱƕưƖǇ
ƢŵᛇƠƘƸŴҽဃіႾțȸ
ȠȚȸǸǛƝᄩᛐƘƩƞƍŵ
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ʙЭƴᄩᛐƠƯƓƘƱ࣎ܤưƢ

Ⓖڭڰڴڭٕگڴڴٕڴڭڬ

ͻ၏࢘ƱƸ
ᘮ̬ᨖᎍƷ૾ƕಅѦٳƷ၏ൢǍǱǬƴǑǔၲƷƨǊƴ˟ᅈǛ˞ǈŴዅ૰ǛӖƚǒǕƳƍƱƖƷဃ̬ᨦƱƠ
ƯŴˌɦƷᲮƭƷᙲˑƢǂƯƕƋƯƸǇǔئӳƴͻ၏࢘ƸૅዅƞǕǇƢŵૅዅƞǕǔ᧓ƸŴɟƭƷͻ၏
Ტឪ׆Ƣǔ၌၏ǛԃǈǇƢᲣƝƱƴૅዅƞǕǔƜƱƱƳƬƨଐƔǒᲫ࠰ᲰƔஉƷ᧓ǇưưƢŵ
ƳƓŴᨦܹȷᎊᱫ࠰ሁǛӖƚǒǕǔئӳƸŴͻ၏࢘ƕᛦૢᲢɧૅዅǇƨƸถ᫇ᲣƞǕǔƜƱƕƋǓǇƢ
ƷưƝදॖƘƩƞƍŵ

੍ஔਏ੯
ᲫᲨಅѦٳƷ၏ൢǍǱǬưၲɶƷئӳ
ᲬᲨၲƷƨǊˁʙƴƭƘƜƱƕưƖƳƔƬƨئӳᲢіѦɧᏡᲣ
ᲭᲨ˞ǜưƍǔ᧓ƴݣƠŴ˟ᅈƔǒዅɨሁƷૅƍƕƳƍƔŴǇƨƸૅǘǕƨ᫇ƕͻ၏࢘ǑǓݲƳƍئӳ
ᲮᲨᲮଐˌɥˁʙǛ˞ǜƩئӳ

੍ஔપ
ᲫଐƋƨǓƷૅዅ᫇ᲴƂૅዅڼଐˌЭƔஉ᧓ƷӲแإᣛஉ᫇ǛרƠƨ᫇ƃhଐgᲢᲣ
ᲢૅዅڼଐƱƸŴɟဪஇИƴͻ၏࢘ƕૅዅƞǕƨଐƷƜƱưƢᲣ

ুਢ্১ृ২भถपणःथमؚشঌش४ಉ॑ओ༮ऎटऔः؛

῍ͻ၏࢘ểᨦܹὉᎊᱫ࠰ሁỉૅዅ᫇ỉᛦૢỆếẟề῍
Ū ᨦܹҽဃ࠰ƕӖƚǒǕǔئӳ
ͻ၏࢘Ʒૅዅ᧓ƴӷɟƷ၌၏ƴǑǔᨦܹҽဃ
࠰ǛӖƚǔƜƱƕưƖǔئӳƴƸŴᨦܹҽဃ࠰
Ʒ᫇Ʊᨦܹؕᄽ࠰Ʒ᫇Ʒӳም᫇ƕͻ၏࢘Ʊᛦ
ૢƞǕǔƜƱƴƳƬƯƍǇƢŵ
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ͻ၏࢘
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ࠀ᫇ЎƕૅዅƞǕǇƢ

èᨦܹؕᄽ࠰ƷǈưӖዅưƋǕƹͻ၏࢘ƱƷᛦૢƸƞǕǇƤǜŵ

Ū ᡚᎰࢸƴᎊᱫҽဃ࠰ሁƕӖƚǒǕǔئӳ
ᡚᎰࢸƴӖƚǒǕǔͻ၏࢘Ʒૅዅ᧓ƴҽဃ࠰
ሁƷᎊᱫ࠰ᲢƭˌɥӖƚǒǕǔƱƖƸŴƦƷ
ӳᚘ᫇ᲣǛӖƚǔƜƱƕưƖǔئӳƴƸŴͻ၏࢘
ƕᛦૢƞǕǔƜƱƴƳƬƯƍǇƢŵ
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社会保険あきた／元年8･9月／5

秋田県社会保険協会からのお知らせ

「年金シニアライフセミナー」開催のお知らせ
― ５０歳以上の職員の方には必ずお知らせ〔回覧〕願います ―
退職後の豊かで・生きがいのあるシニアライフをお過ごしいただくためのセミナーです。

これまで、県内ではなかなか開催できなかった充実した内容と、中央から専門の講師を招いての開催
となりますので、この機会に是非聴講くださるようご案内いたします。
♪ご夫婦での参加も歓迎いたします♪

また、社会保険委員さんや職場で社会保険事務等を担当されている方も是非ご参加ください。

࠰∝ͤࡍ̬ᨖ∝ဃⅼⅻⅳ↔ⅾ↹‒Ⅴↂ↻ⅺ↸Ⅵ↝ɧ↝ܤᚐෞ⇁ⅹˡⅳↆ↭ↈ≆
・日
・場

時
所

・参加費
・申

込

令和元年10月８日（火）午後１時〜４時（集合・受付12時30分〜）
グランドパレス川端（大仙市大曲浜町７−39）℡（0187）62ー0354
会員事業所の被保険者とそのご家族は説明資料を含め全て無料です。

定員に達するまでは受付けします。

セミナーの内容（予定）
①退職後（或いは年金を受給しながら働く場合）の年金制度と医療保険について
②ライフプランと生きがい（生きがいのある生活を築くために）
③家庭経済プラン（年金を中心とするこれからの家計プランの作成方法）

詳細・申込方法は当誌６−７月号をご覧ください。
「参加申込書」も６−７月号に掲載しております。

⏦㎸䞉ၥྜ䜟䛫ඛ 㻛 䠄୍㈈䠅⛅⏣┴♫ಖ㝤༠ 䚷䖲䠌䠍䠔䠉䠔䠏䠍䠉䠒䠎䠌䠑

の
支部から
お知らせ

主催／社 会 保 険 協 会 本 荘 支 部

共催／本荘地区社会保険委員会

レクリエーション
パークゴルフを開催

秋田県社会保険協会本荘支部では、本年度の健康づくり事業の一環として本荘地区社会保険委
員会との共催のもと、次のとおりレクリエーションパークゴルフ大会を開催します。
・社会保険協会本荘支部の会員事業所の皆様には、参加申込案内を同封しております。
・他支部の会員事業所からの参加も歓迎いたしますのでご連絡ください。
●日

時 令和元年９月28日（土）受付開始12時30分

●会

場 八塩パークゴルフ場（由利本荘市東由利田代字沢中41-6）

●申込方法 同封の大会参加申込書により、令和元年９月13日（金）までにFAXまたは郵
送で、一般財団法人秋田県社会保険協会あてお申込み願います。

6／社会保険あきた／元年8･9月

協会けんぽの申請書・届出書の新様式について
令和元年5月から協会けんぽの申請書様式が変わった
Ｑ と聞きました。
どのように変更されたのでしょうか？

Ａ

協会けんぽでは、ご提出いただいた申請書等について円
滑にお支払いを進めるため、システム刷新を計画しており
ます。そのシステム刷新に対応できるよう、令和元年5月から協会
けんぽの申請書や届出書の様式を変更いたしました。
主な変更点は、文字の読み取り精度を高めるため、自由記載欄
を削除しマス目化にしました。これまでの様式も引き続き使用で
きますが、事務処理の効率を高め、円滑に給付金をお支払いする
ため、可能な限り新様式をご使用いただくよう、ご協力をお願いい
たします。
新様式は協会けんぽホームページから入手できるほか、ご連絡い
ただければ郵送いたします。また、全国のコンビニエンスストアに
設置してあるマルチコピー機で印刷できる「ネットプリント」
（有
料）でも入手できます。
なお、協会けんぽでは健康保険関係の全てのお手続きが、郵送
でできるようになっています。お手続きに関するお問い合わせやご
相談はお電話で承っておりますので、申請手続きにあたっては、便
利でスムーズな郵送でのお手続きをご利用ください。

༠ࡅࢇࡱ⛅⏣ᨭ㒊
⏬⥲ົࢢ࣮ࣝࣉ
⃝ࠉཱྀࠉࠉࠉ㥴

﹁食事と健康﹂
社会保険あきた／元年8･9月／7

第184回

めまいについてご存知ですか？

平衡感覚(体がバランスを保つための機能）を維持する体の器官に障害がおきると「めまい」がおきま
す。ひとくちで「めまい」といってもいろいろな種類があり、原因も様々です。その原因や対処法をお
伝えします。
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休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください
ኪ㛫䛾ᖺ㔠┦ㄯ䛿䜹䝺䞁䝎䞊䚷䚷䚷᪥䛷䛩䚹䠄㛤ᡤ㛫䛿䚸༗ᚋ㻣䜎䛷䠅
ఇ᪥䛾ᖺ㔠┦ㄯ䛿䜹䝺䞁䝎䞊䚷䚷䚷᪥䛷䛩䚹䠄㛤ᡤ㛫䛿䚸༗๓㻥㻟㻜ศ䛛䜙༗ᚋ㻠䜎䛷䠅
䈜ᖺ㔠┦ㄯ䞉䛚ᡭ⥆䛝䛾㝿䛿䚸ண⣙┦ㄯ䜢䛤⏝䛟䛰䛥䛔䚹

令和元年９月
日
月
火

水

木

金

土

7

令和元年10月
日
月
火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

8

9

10 11

12

1

2

3

4

5

6

8

9

10 11

12

13 14

6

15

16 17 18

19

20 21

13 14 15

16 17 18

19

22

23 24 25

26

27 28

20 21 22

23 24 25

26

29

30 31

27 28 29

30 31

7

保険料の納期内納入にご協力ください
一般財団法人 秋田県社会保険協会

௧ඖᖺ㺃᭶ྕ

年金についての相談やお問合せ先
★ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル
ųųᲪᲯᲱᲪᲧᲪᲯᲲᲧᲯᲯᲯᲢȊȓȀǤȤȫᲣ
ᲪᲯᲪưڼǇǔᩓᛅưƓƔƚƴƳǔئӳƸᲢிʮᲣᲢɟᑍᩓᛅᲣ

★ねんきんダイヤル（一般的な年金相談）
ųųᲪᲯᲱᲪᲧᲪᲯᲧᲫᲫᲰᲯᲢȊȓȀǤȤȫᲣ
ᲪᲯᲪưڼǇǔᩓᛅưƓƔƚƴƳǔئӳƸᲢிʮᲣᲢɟᑍᩓᛅᲣ
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ųųųųųų້᳸୴ଐᲴҜЭЎ᳸ҜࢸЎǇư
ųųųųųųᇹᲬ୴םଐᲴҜЭЎ᳸ҜࢸǇư
èஉ୴ଐƕᅔଐƷئӳƸŴ፻ଐˌᨀƷଐИଐƴҜࢸǇưႻᛩǛƓӖƚƠǇƢŵ
èᅔଐᲢᇹ୴םଐǛᨊƘᲣŴஉଐ᳸உଐƴƸƝМဇƍƨƩƚǇƤǜŵ

月末には社会保険料振替口座の残高確認を
お願いします。
㈨ࠉᩱ
ᥦࠉ౪
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︱ 職場内で回覧しましょう ︱
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