
  

 

 

 

 

 

いいたていいたていいたていいたて村文化祭村文化祭村文化祭村文化祭へレッツ・ゴーへレッツ・ゴーへレッツ・ゴーへレッツ・ゴー！！！！    

○と き‥10 月 26 日(土) 午前 10 時～午後５時 

     10 月 27 日(日) 午前 9時 30 分～正午 

○場 所…パルセいいざか（福島市飯坂町字筑前 27-1） 

今年の村文化祭は、 

①村文化祭は３０回目の節目を迎えます。 

②目が離せない発表が続きます！ 

③村小中学生、新潟県人会、飯坂町、飯野町 

の発表、飯坂町・飯野町の「つるし雛」、津田塾 

大学ピースアートプロジェクトによる影絵展示 他  

があります。ご期待ください！ 

★バス申込みをしていない方でも、バス利用できます。 

★詳細は、同封の折込ちらし、プログラムをご覧ください。 

問教育課生涯学習係（☎024-562-4240） 

福島市の医療機関での乳がん検診のお知らせ 
福島市内の医療機関で実施する乳がん検診の実施期間は 11 月１日

から 12 月 31 日までです。 

40 歳以上の乳がん検診対象者には、すでに指定の医療機関リスト

と受診に必要な問診票を送付しています。受診前に必ず医療機関への

予約をお願いいたします。指定の医療機関が分からない方、及び「飯

舘村村民（乳がん）検診問診票兼結果報告書」がない方は健康係まで

お問合せください。 

●受診に必要な物…「飯舘村村民（乳がん）検診問診票兼結果報告書」、

保険証 

問健康福祉課健康係（☎024-562-4224） 

中学生以下のインフルエンザ予防接種料金の全額助成を行いま中学生以下のインフルエンザ予防接種料金の全額助成を行いま中学生以下のインフルエンザ予防接種料金の全額助成を行いま中学生以下のインフルエンザ予防接種料金の全額助成を行いますすすす     

 村では、インフルエンザの重症化・まん延化を防ぐた

め、特に重症化しやすい生後６か月以上中学生以下のお

子さんを対象に接種料金の全額助成を行います。接種を

希望する方は、必ず接種期間内に接種されますようお願

いいたします。 

○対 象 者…飯舘村に住所を有する生後６か月以上中学３年生までの方 

○接種時期…平成 25 年 11 月 1 日から平成 26 年 1 月 31 日まで 

○接種回数…生後６か月以上 13 歳未満の方：全２回 

      13 歳以上の方：全１回 

○自己負担…なし 

○接種場所…福島市、川俣町、伊達市、国見町、桑折町、南相馬市、

相馬市、新地町内の医療機関 

○接種方法…上記市町村内の医療機関でも実施していない場合もあ

りますので、事前に医療機関に予約のうえ接種してくだ

さい。 

○持 ち 物…母子手帳、健康保険証（本人確認ができるもの） 

※実施できる医療機関一覧については、次回のお知らせ版でご案内い

たします。 

※予診票は、医療機関備え付けのものをご使用ください。 

※上記以外の市町村、福島県外の医療機関で接種する場合は、一時接

種料金を立替えていただき、①接種済み票または予診票の写し ②

領収書 ③印鑑 ④振込み先の通帳 を持参のうえ役場健康福祉

課に申請してください。後日、接種料金を口座に振り込みます。申

請に来るのが難しい場合は、申請用紙を郵送しますので下記までお

問合せください。 

問健康福祉課健康係（☎024-562-4224） 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者インフルエンザ予防接種のお知ら高齢者インフルエンザ予防接種のお知ら高齢者インフルエンザ予防接種のお知ら高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせせせせ        

 村では、インフルエンザの重症化・流行を防ぐため下記のとおり接

種料金の全額助成を行います。接種される方は、接種期間内に接種さ

れますようお願いいたします。 

○対 象 者…①飯舘村に住所を有する 65 歳以上の高齢者 

       ②60 歳以上 65 歳未満の方で、心臓、じん臓及び呼吸器

の機能に障がいがある方、ヒト免疫不全ウイルスによ

る免疫の機能障がいがある方（内臓疾患により身体障

がい者 1級程度の方） 

○接種時期…平成 25 年 11 月１日から平成 26 年１月 31 日まで 

○自己負担…なし 

○接種場所…福島県内の医療機関 

○接種方法…事前に医療機関に予約のうえ接種してください。 

○持 ち 物…健康保険証、村発行の予診票(役場健康福祉課でお渡し

します。取りに来るのが難しい場合はご連絡ください。) 

※県外で接種する場合は、避難先市町村にお問合せください。万が一自

己負担が発生した場合は、①接種済み票または予診票の写し ②領収書 

③印鑑 ④振込み先の通帳 を持参のうえ役場健康福祉課に申請してくだ

さい。後日、接種料金を口座に振り込みます。申請に来るのが難しい場合

は、申請用紙を郵送しますので下記までお問合せください。 

問健康福祉課健康係（☎024-562-4224） 

東電損害賠償に関する無料弁護士東電損害賠償に関する無料弁護士東電損害賠償に関する無料弁護士東電損害賠償に関する無料弁護士個別相談個別相談個別相談個別相談会会会会    

村では、村民を対象に、次の日程で村顧問弁護士による無料個別相

談会を行っています。個別相談会(１人 30 分以内)は、完全予約制で

すので、事前に商工労政係（☎024-562-4232）へお申し込みください。 

※ご予約の際は、①～⑥の希望時間をお伝えください。 

開催日 場  所 時  間 

10101010 月月月月24242424 日日日日    

((((木木木木))))    

10101010 月月月月 31313131 日日日日    

((((木木木木))))    

役場飯野出張所 

３階「会議室」 

 

相談場所は変更に 

なる場合があります。 

午後１時 30 分～４時 30 分 

（１人 30分以内、完全予約制） 

①午後１時 30 分～ ②午後２時～ 

③午後２時 30 分～ ④午後３時～ 

⑤午後３時 30 分～ ⑥午後４時～ 

問生活支援対策課商工労政係（☎024-562-4232） 

鈴木弁護士による心配ごと相談を開催鈴木弁護士による心配ごと相談を開催鈴木弁護士による心配ごと相談を開催鈴木弁護士による心配ごと相談を開催    

村社会福祉協議会が実施している心配ごと相談の一環として、鈴木

弁護士による専門相談を開催します。心配ごとや悩みごとを抱えてい

る方はご相談ください。相談は無料です。 

○日 時…11111111 月月月月 20202020 日（水）日（水）日（水）日（水）午後１時午後１時午後１時午後１時 15151515 分から３時まで分から３時まで分から３時まで分から３時まで 

○会 場…飯野出張所３階会議室 

○相談員…鈴木芳喜弁護士（福島市：村顧問弁護士） 

○予 約…事前に村社会福祉協議会にお申し込みください。 

○申込期限…11111111 月月月月 15151515 日（金）まで日（金）まで日（金）まで日（金）まで 

問村社会福祉協議会（☎024-562-3622） 

幼 稚園幼 稚園幼 稚園幼 稚園 にににに 遊遊遊遊 び にび にび にび に 来来来来 て くだ さて くだ さて くだ さて くだ さ いいいい♪♪♪♪    

未就園児のお子さんとその保護者の皆さんを対象に、次の日程で園

舎開放を行います。幼稚園のお友達と遊んだり、いろいろな遊具で遊

びませんか。ぜひ、おいでください。 

○と き…10101010 月月月月 30303030 日日日日((((水水水水))))午前９時～10 時 30 分 

※上履きをご持参ください。 

○ところ…草野・飯樋幼稚園（仮設園舎）ホール 

問草野・飯樋幼稚園（☎024-573-1150） 

 （福島市飯野町大久保字芝垣 16-2） 

東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災    号外号外号外号外    第第第第 69696969 号号号号    

平成平成平成平成 25252525 年年年年 10101010 月月月月 20202020 日発行日発行日発行日発行①①①①    

施設開放施設開放施設開放施設開放のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

【福島県青少年会館体育館 開放日時】 

○11 月 6 日(水)、13 日(水) ◆午前９時～10 時 

○11 月 20 日(水) ◆午前 10 時～正午 

【伊達東公民館ホール 開放日時】 

○11 月 6 日(水)、13 日(水)、20 日(水)、27 日(水)  

◆午後１時 30 分～３時 

問教育課生涯学習係（☎024-562-4240） 



介 護 予 防介 護 予 防介 護 予 防介 護 予 防 調 理 教 室調 理 教 室調 理 教 室調 理 教 室 に つ いに つ いに つ いに つ い てててて    

地域包括支援センターでは、借り上げ住宅などにお住まいの方を対

象に、レンジを使って簡単に栄養バランスの取れた

おかずが作れる調理教室を実施しております。 

お友達同士誘い合って、おいしいおかずを作って

みませんか？ 

問地域包括支援センター（☎024－562-4214） 

車両の通行に支障となる枝を伐採します。車両の通行に支障となる枝を伐採します。車両の通行に支障となる枝を伐採します。車両の通行に支障となる枝を伐採します。    

村内において避難により車両の通行が減少したためか、車道側に枝

が伸び車両の通行及び除雪作業に支障となる箇所が見受けられます

ので、支障となる「枝」を村で伐採しますのでお知らせします。 

○伐採時期：平成 25 年 11 月～平成 26 年 3 月 

問復興対策課建設管理係（☎024-562-4218） 

紙紐でかわいいかごを作ってみません紙紐でかわいいかごを作ってみません紙紐でかわいいかごを作ってみません紙紐でかわいいかごを作ってみませんかかかか！！！！     

村教育委員会では、紙紐で作るかご作り教室を開催します。皆さん、

お誘い合わせの上、ぜひご参加ください！ 

○とき…第１回 11 月 15 日(金) 午前 10 時 00 分～午前 11 時 30 分 

    第２回 11 月 22 日(金) 午前 10 時 00 分～午前 11 時 30 分 

○場所…相馬市大野台第６応急仮設住宅（集会所） 

    相馬市大野台２丁目２－２ 

○ 参 加 費…材料費 300 円程度  

○定   員…20 名程度 

○申込方法…生涯学習係まで電話でご連絡ください。               

問教育課生涯学習係（☎024-562-4240） 

借り上げ住宅入居者対象「お茶飲み会」のご案内
 

 村社会福祉協議会では、借り上げ住宅入居者を対象とする交流事業

「お茶飲み会」を開催しています。ぜひご参加ください。 

 内容の詳細はお問い合わせください。 

日  時 場  所 時  間 対  象 

11 月６日 

（水） 

福島県青少年

会館 体育館 

午前 10 時 

～正午 

福島市内の借上げア

パート入居者 

行政区:１区～９区、

18、19、20 区 

11 月 13 日

（水） 

福島県青少年

会館 体育館 

午前 10 時 

～正午 

福島市内の借上げア

パート入居者 

行政区:10 区～17 区 

問村社会福祉協議会（☎024-562-3622） 

読書メッセージコンテスト大募集中(再掲) 

村では、あなたがおすすめの本をメッセージとして

伝える「読書メッセージコンテスト」を実施します。

本のジャンルは問いません。郵送・Ｅメールでも応募

できます。たくさんの応募、お待ちしています！ 

○応募締切…11 月 11 日（月）まで 

○応 募 先…各学校・仮設住宅等の集会所・役場飯野出張所・こあら

号の各応募ポストに投函するか、郵送・Ｅメールなど 

問教育課生涯学習係（☎024-562-4240） 

 Ｅメール：kouminkan@vill.iitate.fukushima.jp 

年末調整説明会の開催について年末調整説明会の開催について年末調整説明会の開催について年末調整説明会の開催について    

11 月に福島県内各税務署において、平成 25 年分年末調整

説明会の開催を予定しています。詳しくは、源泉徴収義

務者あてに送付しています、年末調整関係書類をご確認

ください。 

 なお、年末調整関係書類については、税務署にお届けのある住所あ

てに送付していますので、まだ送付されていない方につきましては、

相馬税務署法人課税第一部門☎0244-36-3111（音声案内で「２番」を

選択してください）までお問い合わせください。 

県外避難者の方で健康診査を受診していない方県外避難者の方で健康診査を受診していない方県外避難者の方で健康診査を受診していない方県外避難者の方で健康診査を受診していない方へへへへ    

県外避難者の方の健康診査については、公益財団法人 結核予防会

に健診業務を委託し、７月に健診の案内を送付しています。しかし、

居住地が指定の医療機関から遠い。医療機関の場所が分からない等の

理由があり、受診が難しい方は、下記へご相談ください。 

問結核予防センター（☎03－3292－9275）（平日９時～16 時） 

または、健康福祉課健康係（☎024―562－4224） 

公民館公民館公民館公民館((((生活改善生活改善生活改善生活改善センターセンターセンターセンター））））にメッセージをにメッセージをにメッセージをにメッセージを！！！！  

公民館は、震災以降閉館しておりま

したが、建て替えのため取り壊すこと

になりました。 

これに先立ち、次の日程で一般公開

を行います。落書きもＯＫ。懐かしい

公民館に最後のお別れをしてください。 

○月 日…平成 25年 1１月 9日（土）  

○時 間…午前９時～午後４時 

○場 所…飯舘村公民館（飯舘村草野字大師堂 17） 

問教育課生涯学習係（☎024-562-4240） 

なごみ収穫感謝祭を開催します！ 
「なごみ」では、収穫感謝祭を行います。参加は無料ですので、み

なさんお誘い合わせの上、ぜひお越しください。 

○と   き…1111１月１月１月１月 3333 日日日日((((日日日日)))) 午前 11 時から 

○と こ ろ…松川第１仮設住宅内 

○イベント…なごみ特製山形産きのこ汁(１００食）、 

  ミニ味噌焼きおにぎり（１００個） 

※参加費無料、無くなり次第終了します。 

※埼玉で保存中の、「佐須の田舎味噌」を使用します。 

問飯舘村直売所松川店 なごみ（月・定休）（☎024-567-5167） 

マッサージマッサージマッサージマッサージチェアチェアチェアチェア設置設置設置設置のおのおのおのお知知知知ららららせせせせ    

東日本大震災被災老連に対し、芦屋市にある高齢

者福祉団体「光有会」様より飯舘村老人クラブ連合

会にパナソニック製マッサージチェアを寄贈してい

ただきました。 

設置場所は、“いやしの宿 いいたて”です。 

ブラウンレザー調のゆったりくつろげる大きさで、自動的に肩と腰

の位置を合わせてくれる高機能なチェアです。 

いやしの宿の温泉で体を温め、マッサージ器で日頃の疲れを揉みほ

ぐして、心と体のリフレッシュに活用してください。 

問飯舘村老人クラブ連合会事務局・飯舘村社会福祉協議会 

（☎024-562-3622） 

ふくしま就職応援センターをご利用下さい 

震災等により離職された方等で福島県内事業所に就職を希望して

いる方の就職を応援するために、就労支援施設が下記のとおり設置さ

れています。相談等は、無料（県事業）ですのでお気軽にご利用くだ

さい。 

○相談例…：窓口相談・電話相談・各仮設住宅や借り上げ住宅の巡回 

      個別相談 等 

○受付時間…毎週月曜日から土曜日 午前10時から午後７時まで 

郡山窓口 ☎０２４－９２５－０８１１ 

白河窓口 ☎０２４８－２７－００４１ 

会津若松窓口 ☎０２４２－２７－８２５８ 

南相馬窓口 ☎０２４４－２３－１２３９ 

いわき窓口 ☎０２４６－２５－７１３１ 

問ふくしま就職応援センター 郡山窓口(☎024-925-0811) 

 

 

村携帯サイトへアクセス村携帯サイトへアクセス村携帯サイトへアクセス村携帯サイトへアクセス    

村からの情報のメール配信サービス登録はこちらから行えます。 

パソコンからはこちらパソコンからはこちらパソコンからはこちらパソコンからはこちら http://www.vill.iitate.fukushima.jp/saigai/ 


