草焼き火災ストップ運動

付加保険料の納め方
▼月々の保険料を納付書で納
める場合、後日送付される
付加保険料込みの納付書で
金融機関などで納めてくだ
さい。
▼国民年金保険料を前納で納
付済みの場合、後日送付さ
れる付加保険料の納付書で
金融機関などで納めてくだ
さい。
▼月々の保険料を口座振替
（クレジット）で納める場
合は、指定の口座から付加

保険料込みの金額が引き落
としされます。ただし、手
続きの関係で、申し出後１
～２ヵ月は納付書で納める
場合もあります。
●注意点
付加保険料の納期限は、翌
月末日です。ただし、月末が
土・日曜日、休日及び年末の
場合は、翌月最初の金融機関
などの営業日が納期限になり
ます。
付加保険料をやめたくなっ
た場合は、付加保険料納付辞
退申出書の提出が必要です。
国民年金保険料を免除され
ている人と、国民年金基金に
加入している人は、付加保険
料を納めることはできません。
▼手続きの窓口 市役所本庁、
各支所、年金事務所
▼手続きに必要なもの 年金
手帳、認印

自然が豊富な江田島市では、た
くさんの体験がそこら中に落ち
ています。それを利用したらよ
いのです。もちろん大変なこと
もあり、疲れないわけではあり
ません。しかし、子どもたちか
らお礼の手紙が届くと、受け入
れて良かったと癒されます。
修学旅行の本分は、学ぶこと。
子どもたちが住んでいる場所で
経験できないことを江田島市で
教えてあげられることが、私た
ち民泊家庭の喜びです。

兵庫県尼崎市立成良
中学校の生徒が６月
12 日㈭～ 14 日㈯の２
泊３日間、修学旅行で
本市を訪れました。
今回は、同校を受け
入れた丸山さんご夫妻
（沖美町）の民泊体験
談を紹介します。

国民年金の一般保険料に加
えて付加保険料を納めると老
齢基礎年金に付加年金が上乗
せされます。
▼付加保険料 月額４００円
▼上乗せされる付加年金額
２００円×付加保険料納付
月数

付加年金制度とは？

今年の民泊受け入れは成良中
学校で３校目です。子どもたち
と、いろんな野菜の収穫体験を
したり、広島風お好み焼きを一
緒に作ったりしました。
民泊の初受け入れは約３年前、
最初は市へ協力する思いで始め
ました。子どもが好きで、特に
苦にはならなかったです。受け
入れを繰り返す中で気づいたの
は、子どもたちの性格は多種多
様で、明るい子もいれば、全
くしゃべってくれない子もいる。
これは、住んでいる地域や学校
の教育方針によっても変わると
思いますが、来てみないとわか
らない。ただ、その中で私たち
が共通してできることは、変に
着飾らず背伸びをせず、ありの
ままで受け入れること。その方
が、疲れが少なく長続きします。

背伸びをしないこと

受け入れのポイントは

民泊
通信
▶納付した保険料
60ヵ月×400円
＝２万4000円
▶受給額
１年に200円×60ヵ月
＝１万2000円上乗せ

⑧
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広報えたじま
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⑨ 広報えたじま

問交流促進課
☎（４０）２７８５
離島式で生徒たちと思い出の一枚

心とココロの交流
５年間（60ヵ月）
付加保険料を納めた場合

○事前 に 消 防 署 に 連 絡 し ま
しょう。
○その場を離れず、少しずつ
燃やしましょう。
○完全
 に消火し、消えたこと
を確認して帰りましょう。

だより

前日
／２回まで
２,０００倍
５０g

炭疽病予防
８月
下旬 オ リ ー ブ ア ナ ア 樹全体
キゾウムシ防除 ダントツ水溶剤

水防技術習得訓練を実施
問 市民生活課 ☎（４０）２７６４・広島南年金事務所 ☎０８２（２５３）７７１０

希釈倍率
収穫前日数
薬量（１００ℓ当たり）／年間使用回数
樹全体
１,０００倍
３０日前
アミスター 10 フロアブル
１００ml
／２回まで

市消防団は、梅雨の本番を
前に水防技術習得訓練を実施
しました。
第一方面隊 ６月 日㈰
第二方面隊 ５月 日㈯
第三方面隊 ５月 日㈰
第四方面隊 ６月７日㈯
訓練では、土のう作製から
土のう積み工法まで一連の流
れで習得し、作製した土のう
は各屯所へ備蓄用として持ち
帰りました。
これから、ゲリラ豪雨や台
風上陸が多くなる時季を迎え
ますが、消防団の水害対策の
備えは万全です。

年金

【必須作業】除草作業
オリーブ栽培の基本は清耕栽培。株元に雑草が
茂っていると、オリーブの天敵「ゾウムシ」の絶好
の隠れ家になります。極力周囲の雑草は取りましょ
う。除草剤（ラウンドアップマックスロード、プリ
グロックスＬ、ザクサ液剤）が使えます。防草シー
トなどで株元を覆うのも効果的です。
【適時作業】灌水（水やり）作業
果実肥大に効果的です。梅雨明け～8月下旬ごろ
まで、頻度の目安は1週間に１～２回程度でＯＫ。
天候を見ながら調節してください。特に果実を塩蔵
する場合は、適度な灌水を心がけましょう。
皆さまのオリーブも果実が着々と成長を続け、実
の形やつき方など、品種ごとの特徴が目に見えてき
ているのではないでしょうか。秋の収穫のためには、
元気に夏越しさせることが肝心です。土の乾燥に気
付いたら、たっぷりと水やりをしましょう。
【必須作業】農薬散布
炭疽病（たんそびょう）とオリーブアナアキゾウ
ムシの薬剤防除を行います。どちらも怠ると生育に
悪影響が。まんべんなく薬がかかるよう、動力噴霧
機などで樹冠全体に散布します。葉裏や幹も忘れず
に。特にゾウムシは、株元を食い荒らすオリーブの
天敵。地面近くの幹に穴が開いていたら要注意！
昨年、市民の皆さまの心掛
けで、期間中の草焼き火災ゼ
ロ を 達 成 し ま し た。 今 年 も、
８月、９月を「草焼き火災ス
トップ運動」
の強化月間とし、
消防車のパトロールなどによ
り強力に推し進めます。
草 焼 き に よ る 火 災 は、
「目
を離したスキに燃え広がって
しまったもの」と「放置によ
るもの（そのまま帰宅したも
のを含む）
」 な ど、 ほ と ん ど
が付近の枯草に燃え移って火
事になっています。
たき火をする時は、次のこ
とに十分注意して、今年も草
焼き火災ゼロを目指しましょ
う。
○周囲に燃え移るものがない
場所で行いましょう。
○乾燥注意報などが出ている
ときや、風の強いときはや
めましょう。
○消火の準備をしましょう。

国民年金付加年金制度のお知らせ

使用薬剤

作業内容
時期
▶８月の
オリーブ
栽培歴
18 31 22

救 急 119件(787件)
※かっこ内は平成26年1月
からの累計

火災などのお問い合わせは☎（４２）３１１９へ

１件(12件)

災

火
☎（４５）４７３９

消防つうしん

● 能美出張所

～８月にやるべき農作業～

オリーブに関する事は何でもご相談を。
■市オリーブ振興協議会事務局
（農林水産課オリーブ振興室）
電話（４０）２７７０
ＦＡＸ（４０）２０７３
メール nousui@city.etajima.hiroshima.jp

21
Vol.

火災・救急件数

オリーブ
１１０番
平成26年6月1日～30日
☎（４０）０１１９㈹

● 消防本部・消防署

火災・救急・救助は１１９番

