
 

 

 

 
 

 

方の希望調査を行います。

設置希望申込書」

お申込みください。※なお、この申し込みは補助金の交付を確定するも

のではありませんので、ご注意願います。

○

○申込期限…

申込・問

 

む）・増築・減築または建物を取り壊した場合は住民課税務係まで

をお願いします。

申込・問

については、帰還困難区域を除き、上位所得層となる被保険者の方は、

９月末をもって免除終了となります

送りします。

上位所得層

上位所得層以外

帰還困難区域

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の平成

等（基礎控除後）が

問

 

日

す。交通ルールを守り、交通事故防止に努めましょう。

問

会」をテーマに運動会を行います。未就園児のかけっこ（歩ければ参加

OK

皆さんで

○日

○場

※

問

○

10

○

○

問

平成
 村では、平成

方の希望調査を行います。

設置希望申込書」

お申込みください。※なお、この申し込みは補助金の交付を確定するも

のではありませんので、ご注意願います。

○対  

○申込期限…

申込・問

村内に建物を新築及び解体したら届出を
 固定資産税の適正

む）・増築・減築または建物を取り壊した場合は住民課税務係まで

をお願いします。

申込・問

国民健康保険税と一部負担金及び後期高齢者医療保険料と一部負担金

については、帰還困難区域を除き、上位所得層となる被保険者の方は、

９月末をもって免除終了となります

一部負担金免除の対象となる方については、

送りします。

区 分

上位所得層

上位所得層以外

帰還困難区域

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の平成

等（基礎控除後）が

問住民課住民係（本庁

秋の全国交通安全運動の実施について
 「身につけよう

日（木）から

す。交通ルールを守り、交通事故防止に努めましょう。

問住民課住民係

幼稚園の運動会に
草野・飯樋幼稚園では、「

会」をテーマに運動会を行います。未就園児のかけっこ（歩ければ参加

OK！）もあります

皆さんで

○日 時

○場 所…草野・飯樋幼稚園園庭（飯野町）

※10 月１

問草野・飯樋幼稚園（福島市飯野町大久保字芝垣

○体育館無料開放

10月４日（水）、

○場 所

○内 容

問生涯学習課（ふれ愛館

いいたてクリニックの診療日時

平成 29
村では、平成

方の希望調査を行います。

設置希望申込書」

お申込みください。※なお、この申し込みは補助金の交付を確定するも

のではありませんので、ご注意願います。

  象…個人で住宅に設置する浄化槽

○申込期限…10

申込・問住民課住民係（本庁

村内に建物を新築及び解体したら届出を
固定資産税の適正

む）・増築・減築または建物を取り壊した場合は住民課税務係まで

をお願いします。

申込・問住民課税務

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料

の減免及び一部負担金の免除について
国民健康保険税と一部負担金及び後期高齢者医療保険料と一部負担金

については、帰還困難区域を除き、上位所得層となる被保険者の方は、

９月末をもって免除終了となります

一部負担金免除の対象となる方については、

送りします。 

分 

上位所得層 

上位所得層以外 

帰還困難区域 

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の平成

等（基礎控除後）が

住民課住民係（本庁

秋の全国交通安全運動の実施について
「身につけよう

から 30 日

す。交通ルールを守り、交通事故防止に努めましょう。

住民課住民係（☎

幼稚園の運動会に
草野・飯樋幼稚園では、「

会」をテーマに運動会を行います。未就園児のかけっこ（歩ければ参加

！）もあります

皆さんでおいでください。

時…９月 30

所…草野・飯樋幼稚園園庭（飯野町）

１日(日）

草野・飯樋幼稚園（福島市飯野町大久保字芝垣

運動して
体育館無料開放

日（水）、11

所…福島県青少年会館体育館

容…卓球、バドミントン、インディアカ等

生涯学習課（ふれ愛館

いいたてクリニックの診療日時

29･30
村では、平成 29･30 年度に村内に合併処理浄化槽の設置を予定される

方の希望調査を行います。

設置希望申込書」に必要事項を記入し、

お申込みください。※なお、この申し込みは補助金の交付を確定するも

のではありませんので、ご注意願います。

個人で住宅に設置する浄化槽

10 月 13 日（金）

住民課住民係（本庁

村内に建物を新築及び解体したら届出を
固定資産税の適正課税のため、村内に建物を新築（車庫等などを含

む）・増築・減築または建物を取り壊した場合は住民課税務係まで

をお願いします。 

住民課税務係（本庁

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料

の減免及び一部負担金の免除について
国民健康保険税と一部負担金及び後期高齢者医療保険料と一部負担金

については、帰還困難区域を除き、上位所得層となる被保険者の方は、

９月末をもって免除終了となります

一部負担金免除の対象となる方については、

国民健康保険税及び

後期高齢者医療保険料

平成

減免終了

 
平成

減免継続

平成

減免継続

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の平成

等（基礎控除後）が 600

住民課住民係（本庁☎0244

秋の全国交通安全運動の実施について
「身につけよう 命のお守り

日（土）まで

す。交通ルールを守り、交通事故防止に努めましょう。

（☎0244

幼稚園の運動会に
草野・飯樋幼稚園では、「

会」をテーマに運動会を行います。未就園児のかけっこ（歩ければ参加

！）もあります。仮設幼稚園での最後の運動会になりますので

おいでください。

30 日(土

所…草野・飯樋幼稚園園庭（飯野町）

日） 雨天時は、

草野・飯樋幼稚園（福島市飯野町大久保字芝垣

運動して
体育館無料開放日時 

11日（水）、

福島県青少年会館体育館

卓球、バドミントン、インディアカ等

生涯学習課（ふれ愛館

いいたてクリニックの診療日時

30 年度浄化槽設置補助制度
年度に村内に合併処理浄化槽の設置を予定される

方の希望調査を行います。希望

に必要事項を記入し、

お申込みください。※なお、この申し込みは補助金の交付を確定するも

のではありませんので、ご注意願います。

個人で住宅に設置する浄化槽

日（金） 

住民課住民係（本庁☎

村内に建物を新築及び解体したら届出を
課税のため、村内に建物を新築（車庫等などを含

む）・増築・減築または建物を取り壊した場合は住民課税務係まで

係（本庁☎

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料

の減免及び一部負担金の免除について
国民健康保険税と一部負担金及び後期高齢者医療保険料と一部負担金

については、帰還困難区域を除き、上位所得層となる被保険者の方は、

９月末をもって免除終了となります

一部負担金免除の対象となる方については、

国民健康保険税及び

後期高齢者医療保険料

平成 29 年９

減免終了 

平成 30年３

減免継続 

平成 30年３

減免継続 

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の平成

600 万円を超える世帯です。

☎0244-

秋の全国交通安全運動の実施について
命のお守り

までの 10

す。交通ルールを守り、交通事故防止に努めましょう。

0244-42-1618

幼稚園の運動会に
草野・飯樋幼稚園では、「笑顔いっぱい、元気パワーいいたてっ子運動

会」をテーマに運動会を行います。未就園児のかけっこ（歩ければ参加

。仮設幼稚園での最後の運動会になりますので

おいでください。 

土) （雨天時、

所…草野・飯樋幼稚園園庭（飯野町）

雨天時は、村仮設

草野・飯樋幼稚園（福島市飯野町大久保字芝垣

運動していい汗かきましょう！
  

日（水）、18日（水）

福島県青少年会館体育館

卓球、バドミントン、インディアカ等

生涯学習課（ふれ愛館☎0244

いいたてクリニックの診療日時

年度浄化槽設置補助制度
年度に村内に合併処理浄化槽の設置を予定される

希望される方は

に必要事項を記入し、

お申込みください。※なお、この申し込みは補助金の交付を確定するも

のではありませんので、ご注意願います。

個人で住宅に設置する浄化槽

 

☎0244-42

村内に建物を新築及び解体したら届出を
課税のため、村内に建物を新築（車庫等などを含

む）・増築・減築または建物を取り壊した場合は住民課税務係まで

☎0244-42

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料

の減免及び一部負担金の免除について
国民健康保険税と一部負担金及び後期高齢者医療保険料と一部負担金

については、帰還困難区域を除き、上位所得層となる被保険者の方は、

９月末をもって免除終了となります。

一部負担金免除の対象となる方については、

国民健康保険税及び

後期高齢者医療保険料

９月 30 日で

３月 31日まで

３月 31日まで

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の平成

万円を超える世帯です。

-42-1619

秋の全国交通安全運動の実施について
命のお守り 反射材」を運動スローガンに、

10 日間、秋の全国交通安全運動が実施されま

す。交通ルールを守り、交通事故防止に努めましょう。

1618） 

幼稚園の運動会に遊びに行きましょう♪
笑顔いっぱい、元気パワーいいたてっ子運動

会」をテーマに運動会を行います。未就園児のかけっこ（歩ければ参加

。仮設幼稚園での最後の運動会になりますので

雨天時、

所…草野・飯樋幼稚園園庭（飯野町）

村仮設中

草野・飯樋幼稚園（福島市飯野町大久保字芝垣

いい汗かきましょう！

日（水）  

福島県青少年会館体育館※

卓球、バドミントン、インディアカ等

☎0244-42-0072

いいたてクリニックの診療日時 毎週火・木曜日

第 8

年度浄化槽設置補助制度
年度に村内に合併処理浄化槽の設置を予定される

れる方は、

に必要事項を記入し、FAX、郵便または直接住民係まで

お申込みください。※なお、この申し込みは補助金の交付を確定するも

のではありませんので、ご注意願います。 

個人で住宅に設置する浄化槽 

42-1618

村内に建物を新築及び解体したら届出を
課税のため、村内に建物を新築（車庫等などを含

む）・増築・減築または建物を取り壊した場合は住民課税務係まで

42-1615

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料

の減免及び一部負担金の免除について
国民健康保険税と一部負担金及び後期高齢者医療保険料と一部負担金

については、帰還困難区域を除き、上位所得層となる被保険者の方は、

。 

一部負担金免除の対象となる方については、

国民健康保険税及び 

後期高齢者医療保険料 

日で 

日まで

日まで

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の平成

万円を超える世帯です。

1619） 

秋の全国交通安全運動の実施について
反射材」を運動スローガンに、

日間、秋の全国交通安全運動が実施されま

す。交通ルールを守り、交通事故防止に努めましょう。

 

遊びに行きましょう♪
笑顔いっぱい、元気パワーいいたてっ子運動

会」をテーマに運動会を行います。未就園児のかけっこ（歩ければ参加

。仮設幼稚園での最後の運動会になりますので

雨天時、１日に順延）

所…草野・飯樋幼稚園園庭（飯野町）

中学校体育館

草野・飯樋幼稚園（福島市飯野町大久保字芝垣

いい汗かきましょう！

  午前10

※上履きをご持参ください。

卓球、バドミントン、インディアカ等

0072） 

毎週火・木曜日

876 号 

年度浄化槽設置補助制度
年度に村内に合併処理浄化槽の設置を予定される

、同封した「合併処理浄化槽

、郵便または直接住民係まで

お申込みください。※なお、この申し込みは補助金の交付を確定するも

1618） 

村内に建物を新築及び解体したら届出を
課税のため、村内に建物を新築（車庫等などを含

む）・増築・減築または建物を取り壊した場合は住民課税務係まで

1615） 

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料

の減免及び一部負担金の免除について
国民健康保険税と一部負担金及び後期高齢者医療保険料と一部負担金

については、帰還困難区域を除き、上位所得層となる被保険者の方は、

一部負担金免除の対象となる方については、９月中に免除証明書をお

一部負担金免除期間

平成 29

免除終了

平成 30

免除継続

平成 30

免除継続

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の平成

万円を超える世帯です。 

秋の全国交通安全運動の実施について
反射材」を運動スローガンに、

日間、秋の全国交通安全運動が実施されま

す。交通ルールを守り、交通事故防止に努めましょう。

遊びに行きましょう♪
笑顔いっぱい、元気パワーいいたてっ子運動

会」をテーマに運動会を行います。未就園児のかけっこ（歩ければ参加

。仮設幼稚園での最後の運動会になりますので

日に順延） 

所…草野・飯樋幼稚園園庭（飯野町） 

学校体育館（飯野町）で開催。

草野・飯樋幼稚園（福島市飯野町大久保字芝垣 16

いい汗かきましょう！

10時～正午

上履きをご持参ください。

卓球、バドミントン、インディアカ等 

 

毎週火・木曜日

 平成 29

年度浄化槽設置補助制度
年度に村内に合併処理浄化槽の設置を予定される

同封した「合併処理浄化槽

、郵便または直接住民係まで

お申込みください。※なお、この申し込みは補助金の交付を確定するも

村内に建物を新築及び解体したら届出を
課税のため、村内に建物を新築（車庫等などを含

む）・増築・減築または建物を取り壊した場合は住民課税務係まで

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料

の減免及び一部負担金の免除について
国民健康保険税と一部負担金及び後期高齢者医療保険料と一部負担金

については、帰還困難区域を除き、上位所得層となる被保険者の方は、

月中に免除証明書をお

一部負担金免除期間

29 年９月

免除終了 

30年２月

免除継続 

30年２月

免除継続 

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の平成 28 年中の総所得金額

秋の全国交通安全運動の実施について
反射材」を運動スローガンに、

日間、秋の全国交通安全運動が実施されま

す。交通ルールを守り、交通事故防止に努めましょう。 

遊びに行きましょう♪
笑顔いっぱい、元気パワーいいたてっ子運動

会」をテーマに運動会を行います。未就園児のかけっこ（歩ければ参加

。仮設幼稚園での最後の運動会になりますので

 午前９時

（飯野町）で開催。

16-２☎024

いい汗かきましょう！

時～正午 

上履きをご持参ください。

毎週火・木曜日 午前９時～正午（受付は午前８時

29 年９月

年度浄化槽設置補助制度
年度に村内に合併処理浄化槽の設置を予定される

同封した「合併処理浄化槽

、郵便または直接住民係まで

お申込みください。※なお、この申し込みは補助金の交付を確定するも

村内に建物を新築及び解体したら届出を
課税のため、村内に建物を新築（車庫等などを含

む）・増築・減築または建物を取り壊した場合は住民課税務係まで

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料 

の減免及び一部負担金の免除について 
国民健康保険税と一部負担金及び後期高齢者医療保険料と一部負担金

については、帰還困難区域を除き、上位所得層となる被保険者の方は、

月中に免除証明書をお

一部負担金免除期間

月 30 日で

月 28日まで

月 28日まで

年中の総所得金額

秋の全国交通安全運動の実施について
反射材」を運動スローガンに、9

日間、秋の全国交通安全運動が実施されま

遊びに行きましょう♪
笑顔いっぱい、元気パワーいいたてっ子運動

会」をテーマに運動会を行います。未就園児のかけっこ（歩ければ参加

。仮設幼稚園での最後の運動会になりますので、ぜひ

午前９時 30 分

（飯野町）で開催。

024-573

いい汗かきましょう！ 

上履きをご持参ください。 

午前９時～正午（受付は午前８時

 

 

月 20 日 

年度浄化槽設置補助制度  

年度に村内に合併処理浄化槽の設置を予定される

同封した「合併処理浄化槽

、郵便または直接住民係まで

お申込みください。※なお、この申し込みは補助金の交付を確定するも

村内に建物を新築及び解体したら届出を  

課税のため、村内に建物を新築（車庫等などを含

む）・増築・減築または建物を取り壊した場合は住民課税務係までご連絡

国民健康保険税と一部負担金及び後期高齢者医療保険料と一部負担金

については、帰還困難区域を除き、上位所得層となる被保険者の方は、

月中に免除証明書をお

一部負担金免除期間 

日で 

日まで

日まで

年中の総所得金額

秋の全国交通安全運動の実施について 
9 月 21

日間、秋の全国交通安全運動が実施されま

遊びに行きましょう♪ 

笑顔いっぱい、元気パワーいいたてっ子運動

会」をテーマに運動会を行います。未就園児のかけっこ（歩ければ参加

、ぜひ

分～ 

（飯野町）で開催。 

573-1150） 

 

午前９時～正午（受付は午前８時

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しい国民健康保険被保険者証を郵送しま
現在の国民健康保険被保険者証の有効期限は９月

新しい被保険者証（緑

します。

また、社会保険に加入したのに国民健康

国民健康保険資格喪失の手続きが必要ですので、ご連絡ください。

問住民課住民係（本庁☎

現在、村内からの

多い状況です。火事

119

駆けつけることができます。

119

すので、安心して通報してください。

ろしくお願いします。

問南相馬消防署飯舘分署

 一生に一度、自分たちの成人式を企画・運営してみませんか。お友達

を誘ってのご応募、大歓迎です。

○内  

○応募資格…平成９年４月２日から平成

      

○応募締切…

○応募方法

≪平成

○開催日…

○場

≪平成

平成

作った学年のみなさん

成人式を今から企画しませんか

せください。

問生涯学習課（

ソフトボール「飯舘チーム」を応援してください
第４

ムが出場しますので、球場に足を運んで応援しましょう。

○日  

○会  

○対戦相手…

問生涯学習課（ふれ愛館

仮設校舎で

なれれば嬉しいです。

○日 

○場 

問相馬農業高等学校飯舘校

「ともに未来へつながろう～みんなのふるさと

マに、今年も「いいたて村文化祭」を開催します。

 日曜日はゲストに、オカン・あつしの人気お笑いコンビ「母心」を

招きます。みんなで笑って元気になりましょう！

○日 

○場 

○主 

□問生涯学習課（

午前９時～正午（受付は午前８時

新しい国民健康保険被保険者証を郵送しま
有 効 期 限 は ９ 月

現在の国民健康保険被保険者証の有効期限は９月

新しい被保険者証（緑

します。10 月１日までに届かない場合はご連絡ください。

また、社会保険に加入したのに国民健康

国民健康保険資格喪失の手続きが必要ですので、ご連絡ください。

住民課住民係（本庁☎

消防署
現在、村内からの

多い状況です。火事

119 番通報をすることで、要請場所が瞬時にわかり、より早く皆様のもとへ

駆けつけることができます。

119 番通報には、当組合消防本部の通信指令員が、親切丁寧に対応しま

すので、安心して通報してください。

ろしくお願いします。

南相馬消防署飯舘分署

 
一生に一度、自分たちの成人式を企画・運営してみませんか。お友達

を誘ってのご応募、大歓迎です。

  容…平成

○応募資格…平成９年４月２日から平成

      

○応募締切…

○応募方法…

平成 30 年

○開催日…

○場 所…飯舘村交流センター

平成 31 年

平成 23 年に

作った学年のみなさん

成人式を今から企画しませんか

せください。

生涯学習課（

ソフトボール「飯舘チーム」を応援してください
第４回市町村対抗福島県ソフトボール大会が開催されます。飯舘チー

ムが出場しますので、球場に足を運んで応援しましょう。

  時…

  場…相馬光陽ソフトボール場（相馬市）

○対戦相手…

生涯学習課（ふれ愛館

相馬農業高等学校飯舘校
「

仮設校舎で

なれれば嬉しいです。

  時…

  所…

相馬農業高等学校飯舘校

いいたて村文化祭」を開催します
「ともに未来へつながろう～みんなのふるさと

、今年も「いいたて村文化祭」を開催します。

日曜日はゲストに、オカン・あつしの人気お笑いコンビ「母心」を

招きます。みんなで笑って元気になりましょう！

 時…10

 所…飯舘村交流センター

 催…いいたて村文化祭実行委員会

生涯学習課（

午前９時～正午（受付は午前８時

新しい国民健康保険被保険者証を郵送しま
有 効 期 限 は ９ 月

現在の国民健康保険被保険者証の有効期限は９月

新しい被保険者証（緑

月１日までに届かない場合はご連絡ください。

また、社会保険に加入したのに国民健康

国民健康保険資格喪失の手続きが必要ですので、ご連絡ください。

住民課住民係（本庁☎

消防署
現在、村内からの

多い状況です。火事、救急の要請には

番通報をすることで、要請場所が瞬時にわかり、より早く皆様のもとへ

駆けつけることができます。

番通報には、当組合消防本部の通信指令員が、親切丁寧に対応しま

すので、安心して通報してください。

ろしくお願いします。

南相馬消防署飯舘分署

 成人式
一生に一度、自分たちの成人式を企画・運営してみませんか。お友達

を誘ってのご応募、大歓迎です。

容…平成 30

○応募資格…平成９年４月２日から平成

      （中学校を平成

○応募締切…10 月 20

…生涯学習課へ直接ご連絡

年 飯舘村成人式

○開催日…平成 30

所…飯舘村交流センター

年 成人式の実行委員も同時に募集します

年に「リバースプロジェクト」

作った学年のみなさん

成人式を今から企画しませんか

せください。 

生涯学習課（ふれ愛館

ソフトボール「飯舘チーム」を応援してください
回市町村対抗福島県ソフトボール大会が開催されます。飯舘チー

ムが出場しますので、球場に足を運んで応援しましょう。

時…10 月 15

場…相馬光陽ソフトボール場（相馬市）

○対戦相手…田村市（１回戦勝利の場合、同会場で

９時より２回戦があります。）

生涯学習課（ふれ愛館

相馬農業高等学校飯舘校
「一致団結

仮設校舎で５度目となる「紅葉祭」

なれれば嬉しいです。

…10 月 22

…相馬農業高等学校飯舘校仮設校舎（福島明成高校敷地南側）

相馬農業高等学校飯舘校

いいたて村文化祭」を開催します
「ともに未来へつながろう～みんなのふるさと

、今年も「いいたて村文化祭」を開催します。

日曜日はゲストに、オカン・あつしの人気お笑いコンビ「母心」を

招きます。みんなで笑って元気になりましょう！

10 月

…飯舘村交流センター

催…いいたて村文化祭実行委員会

生涯学習課（ふれ愛館

午前９時～正午（受付は午前８時 30 分～午前

新しい国民健康保険被保険者証を郵送しま
有 効 期 限 は ９ 月

現在の国民健康保険被保険者証の有効期限は９月

新しい被保険者証（緑色）は、９月下旬ごろ

月１日までに届かない場合はご連絡ください。

また、社会保険に加入したのに国民健康

国民健康保険資格喪失の手続きが必要ですので、ご連絡ください。

住民課住民係（本庁☎0244

消防署 火事、救急は１１９へ
現在、村内からの救急要請では飯舘分署へ繋がる一般電話への通報が

、救急の要請には

番通報をすることで、要請場所が瞬時にわかり、より早く皆様のもとへ

駆けつけることができます。 

番通報には、当組合消防本部の通信指令員が、親切丁寧に対応しま

すので、安心して通報してください。

ろしくお願いします。 

南相馬消防署飯舘分署（☎

成人式  
一生に一度、自分たちの成人式を企画・運営してみませんか。お友達

を誘ってのご応募、大歓迎です。

30 年飯舘村成人式及び記念イベントの企画・運営

○応募資格…平成９年４月２日から平成

中学校を平成

20 日（金）

生涯学習課へ直接ご連絡

飯舘村成人式

30 年１月

所…飯舘村交流センター

成人式の実行委員も同時に募集します

「リバースプロジェクト」

作った学年のみなさん! 「リバースプロジェクト」

成人式を今から企画しませんか

ふれ愛館☎0244

ソフトボール「飯舘チーム」を応援してください
回市町村対抗福島県ソフトボール大会が開催されます。飯舘チー

ムが出場しますので、球場に足を運んで応援しましょう。

15 日(日

場…相馬光陽ソフトボール場（相馬市）

（１回戦勝利の場合、同会場で

より２回戦があります。）

生涯学習課（ふれ愛館☎0244

相馬農業高等学校飯舘校
一致団結 〜とりあえず団結すっか！〜

度目となる「紅葉祭」

なれれば嬉しいです。飯舘校生一同、ご来場を心よりお待ちしています。

22 日（日）

相馬農業高等学校飯舘校仮設校舎（福島明成高校敷地南側）

相馬農業高等学校飯舘校 

いいたて村文化祭」を開催します
「ともに未来へつながろう～みんなのふるさと

、今年も「いいたて村文化祭」を開催します。

日曜日はゲストに、オカン・あつしの人気お笑いコンビ「母心」を

招きます。みんなで笑って元気になりましょう！

月 28 日

…飯舘村交流センター

催…いいたて村文化祭実行委員会

ふれ愛館☎

分～午前 11

新しい国民健康保険被保険者証を郵送しま
有 効 期 限 は ９ 月

現在の国民健康保険被保険者証の有効期限は９月

は、９月下旬ごろ

月１日までに届かない場合はご連絡ください。

また、社会保険に加入したのに国民健康

国民健康保険資格喪失の手続きが必要ですので、ご連絡ください。

0244-42-1619

火事、救急は１１９へ
救急要請では飯舘分署へ繋がる一般電話への通報が

、救急の要請には

番通報をすることで、要請場所が瞬時にわかり、より早く皆様のもとへ

番通報には、当組合消防本部の通信指令員が、親切丁寧に対応しま

すので、安心して通報してください。

（☎0244-

  実行委員
一生に一度、自分たちの成人式を企画・運営してみませんか。お友達

を誘ってのご応募、大歓迎です。 

年飯舘村成人式及び記念イベントの企画・運営

○応募資格…平成９年４月２日から平成

中学校を平成 24 年度に卒業した方

日（金） 

生涯学習課へ直接ご連絡

飯舘村成人式≫ 

年１月 7 日(日

所…飯舘村交流センターふれ愛館

成人式の実行委員も同時に募集します

「リバースプロジェクト」

「リバースプロジェクト」

成人式を今から企画しませんか。詳しくは、生涯学習課までお問い合わ

0244-42

ソフトボール「飯舘チーム」を応援してください
回市町村対抗福島県ソフトボール大会が開催されます。飯舘チー

ムが出場しますので、球場に足を運んで応援しましょう。

日)  第

場…相馬光陽ソフトボール場（相馬市）

（１回戦勝利の場合、同会場で

より２回戦があります。）

0244-42

相馬農業高等学校飯舘校
〜とりあえず団結すっか！〜

度目となる「紅葉祭」

飯舘校生一同、ご来場を心よりお待ちしています。

日（日） 午前

相馬農業高等学校飯舘校仮設校舎（福島明成高校敷地南側）

 生徒会担当

いいたて村文化祭」を開催します
「ともに未来へつながろう～みんなのふるさと

、今年も「いいたて村文化祭」を開催します。

日曜日はゲストに、オカン・あつしの人気お笑いコンビ「母心」を

招きます。みんなで笑って元気になりましょう！

日(土）～

…飯舘村交流センター「ふれ愛館」

催…いいたて村文化祭実行委員会

☎0244-

11 時 30

 

 

新しい国民健康保険被保険者証を郵送しま
有 効 期 限 は ９ 月 3 0

現在の国民健康保険被保険者証の有効期限は９月

は、９月下旬ごろ

月１日までに届かない場合はご連絡ください。

また、社会保険に加入したのに国民健康

国民健康保険資格喪失の手続きが必要ですので、ご連絡ください。

1619） 

火事、救急は１１９へ
救急要請では飯舘分署へ繋がる一般電話への通報が

、救急の要請には 119

番通報をすることで、要請場所が瞬時にわかり、より早く皆様のもとへ

番通報には、当組合消防本部の通信指令員が、親切丁寧に対応しま

すので、安心して通報してください。火事、

-42-0119

実行委員
一生に一度、自分たちの成人式を企画・運営してみませんか。お友達

 

年飯舘村成人式及び記念イベントの企画・運営

○応募資格…平成９年４月２日から平成 10

年度に卒業した方

生涯学習課へ直接ご連絡ください

日) 午後１時～午後３時（予定）

ふれ愛館

成人式の実行委員も同時に募集します

「リバースプロジェクト」さんと一緒にタイムカプセルを

「リバースプロジェクト」

。詳しくは、生涯学習課までお問い合わ

42-0072 

ソフトボール「飯舘チーム」を応援してください
回市町村対抗福島県ソフトボール大会が開催されます。飯舘チー

ムが出場しますので、球場に足を運んで応援しましょう。

第１試合：午前

場…相馬光陽ソフトボール場（相馬市）

（１回戦勝利の場合、同会場で

より２回戦があります。）

42-0072）

相馬農業高等学校飯舘校
〜とりあえず団結すっか！〜

度目となる「紅葉祭」です。

飯舘校生一同、ご来場を心よりお待ちしています。

午前 10 時～

相馬農業高等学校飯舘校仮設校舎（福島明成高校敷地南側）

生徒会担当 佐藤弘八（☎

いいたて村文化祭」を開催します
「ともに未来へつながろう～みんなのふるさと

、今年も「いいたて村文化祭」を開催します。

日曜日はゲストに、オカン・あつしの人気お笑いコンビ「母心」を

招きます。みんなで笑って元気になりましょう！

土）～29

「ふれ愛館」

催…いいたて村文化祭実行委員会 

-42-0072

30 分）☎

新しい国民健康保険被保険者証を郵送しま
3 0 日 ま で で す

現在の国民健康保険被保険者証の有効期限は９月

は、９月下旬ごろ世帯主あてに簡易書留で郵送

月１日までに届かない場合はご連絡ください。

また、社会保険に加入したのに国民健康保険被保険者証が届いた方は、

国民健康保険資格喪失の手続きが必要ですので、ご連絡ください。

 

火事、救急は１１９へ
救急要請では飯舘分署へ繋がる一般電話への通報が

119 番通報をお願いします。

番通報をすることで、要請場所が瞬時にわかり、より早く皆様のもとへ

番通報には、当組合消防本部の通信指令員が、親切丁寧に対応しま

火事、救急の通報は

0119） 

実行委員募集
一生に一度、自分たちの成人式を企画・運営してみませんか。お友達

年飯舘村成人式及び記念イベントの企画・運営

10年４月１日までに生まれた方

年度に卒業した方

ください。

午後１時～午後３時（予定）

ふれ愛館 飯舘村草野字大師堂

成人式の実行委員も同時に募集します

さんと一緒にタイムカプセルを

「リバースプロジェクト」

。詳しくは、生涯学習課までお問い合わ

 Fax0244

ソフトボール「飯舘チーム」を応援してください
回市町村対抗福島県ソフトボール大会が開催されます。飯舘チー

ムが出場しますので、球場に足を運んで応援しましょう。

試合：午前

場…相馬光陽ソフトボール場（相馬市）

（１回戦勝利の場合、同会場で

より２回戦があります。） 

） 

相馬農業高等学校飯舘校 
〜とりあえず団結すっか！〜

です。飯舘村の皆様の交流の

飯舘校生一同、ご来場を心よりお待ちしています。

～午後２時

相馬農業高等学校飯舘校仮設校舎（福島明成高校敷地南側）

佐藤弘八（☎

いいたて村文化祭」を開催します
「ともに未来へつながろう～みんなのふるさと

、今年も「いいたて村文化祭」を開催します。

日曜日はゲストに、オカン・あつしの人気お笑いコンビ「母心」を

招きます。みんなで笑って元気になりましょう！

29 日(日

「ふれ愛館」（飯舘村草野字大師堂

 

0072） 

分）☎0244-68

成人式は君たちのものだ

新しい国民健康保険被保険者証を郵送しま
日 ま で で す

現在の国民健康保険被保険者証の有効期限は９月 30 日となっています。

世帯主あてに簡易書留で郵送

月１日までに届かない場合はご連絡ください。

被保険者証が届いた方は、

国民健康保険資格喪失の手続きが必要ですので、ご連絡ください。

火事、救急は１１９へ
救急要請では飯舘分署へ繋がる一般電話への通報が

番通報をお願いします。

番通報をすることで、要請場所が瞬時にわかり、より早く皆様のもとへ

番通報には、当組合消防本部の通信指令員が、親切丁寧に対応しま

の通報は

募集！！
一生に一度、自分たちの成人式を企画・運営してみませんか。お友達

年飯舘村成人式及び記念イベントの企画・運営

年４月１日までに生まれた方

年度に卒業した方） 

。 

午後１時～午後３時（予定）

飯舘村草野字大師堂

成人式の実行委員も同時に募集します！≫

さんと一緒にタイムカプセルを

「リバースプロジェクト」の方々と自分たちの

。詳しくは、生涯学習課までお問い合わ

Fax0244-42-0860

ソフトボール「飯舘チーム」を応援してください
回市町村対抗福島県ソフトボール大会が開催されます。飯舘チー

ムが出場しますので、球場に足を運んで応援しましょう。

試合：午前９時 30

場…相馬光陽ソフトボール場（相馬市） 

（１回戦勝利の場合、同会場で 10 月

 「紅葉祭」
〜とりあえず団結すっか！〜

飯舘村の皆様の交流の

飯舘校生一同、ご来場を心よりお待ちしています。

午後２時 30

相馬農業高等学校飯舘校仮設校舎（福島明成高校敷地南側）

佐藤弘八（☎024

いいたて村文化祭」を開催します
「ともに未来へつながろう～みんなのふるさと いいたて～」をテー

、今年も「いいたて村文化祭」を開催します。 

日曜日はゲストに、オカン・あつしの人気お笑いコンビ「母心」を

招きます。みんなで笑って元気になりましょう！ 

日) 

（飯舘村草野字大師堂

68-2277 

成人式は君たちのものだ

新しい国民健康保険被保険者証を郵送しま
日 ま で で す

日となっています。

世帯主あてに簡易書留で郵送

月１日までに届かない場合はご連絡ください。 

被保険者証が届いた方は、

国民健康保険資格喪失の手続きが必要ですので、ご連絡ください。

火事、救急は１１９へ 

救急要請では飯舘分署へ繋がる一般電話への通報が

番通報をお願いします。

番通報をすることで、要請場所が瞬時にわかり、より早く皆様のもとへ

番通報には、当組合消防本部の通信指令員が、親切丁寧に対応しま

の通報は 119 番です。

！！  

一生に一度、自分たちの成人式を企画・運営してみませんか。お友達

年飯舘村成人式及び記念イベントの企画・運営

年４月１日までに生まれた方

午後１時～午後３時（予定）

飯舘村草野字大師堂

≫ 

さんと一緒にタイムカプセルを

の方々と自分たちの

。詳しくは、生涯学習課までお問い合わ

0860） 

ソフトボール「飯舘チーム」を応援してください
回市町村対抗福島県ソフトボール大会が開催されます。飯舘チー

ムが出場しますので、球場に足を運んで応援しましょう。 

30 分～ 

月 21 日

「紅葉祭」
〜とりあえず団結すっか！〜」 

飯舘村の皆様の交流の

飯舘校生一同、ご来場を心よりお待ちしています。

30 分 
相馬農業高等学校飯舘校仮設校舎（福島明成高校敷地南側）

024-539-7787

いいたて村文化祭」を開催します！
いいたて～」をテー

日曜日はゲストに、オカン・あつしの人気お笑いコンビ「母心」を

（飯舘村草野字大師堂

 

成人式は君たちのものだ!!

新しい国民健康保険被保険者証を郵送します
日 ま で で す

 

日となっています。

世帯主あてに簡易書留で郵送

被保険者証が届いた方は、

国民健康保険資格喪失の手続きが必要ですので、ご連絡ください。 

救急要請では飯舘分署へ繋がる一般電話への通報が

番通報をお願いします。 

番通報をすることで、要請場所が瞬時にわかり、より早く皆様のもとへ

番通報には、当組合消防本部の通信指令員が、親切丁寧に対応しま

番です。

 

一生に一度、自分たちの成人式を企画・運営してみませんか。お友達

年飯舘村成人式及び記念イベントの企画・運営 

年４月１日までに生まれた方

午後１時～午後３時（予定） 

飯舘村草野字大師堂 17  

さんと一緒にタイムカプセルを

の方々と自分たちの

。詳しくは、生涯学習課までお問い合わ

 

ソフトボール「飯舘チーム」を応援してください！ 

回市町村対抗福島県ソフトボール大会が開催されます。飯舘チー

日(土)午前

「紅葉祭」 

飯舘村の皆様の交流の場に

飯舘校生一同、ご来場を心よりお待ちしています。

相馬農業高等学校飯舘校仮設校舎（福島明成高校敷地南側）

7787） 

！ 
いいたて～」をテー

日曜日はゲストに、オカン・あつしの人気お笑いコンビ「母心」を

（飯舘村草野字大師堂 17）

!! 

日となっています。

世帯主あてに簡易書留で郵送

被保険者証が届いた方は、

救急要請では飯舘分署へ繋がる一般電話への通報が

番通報をすることで、要請場所が瞬時にわかり、より早く皆様のもとへ

番通報には、当組合消防本部の通信指令員が、親切丁寧に対応しま

番です。よ

一生に一度、自分たちの成人式を企画・運営してみませんか。お友達

年４月１日までに生まれた方 

  

さんと一緒にタイムカプセルを

の方々と自分たちの

。詳しくは、生涯学習課までお問い合わ

 

回市町村対抗福島県ソフトボール大会が開催されます。飯舘チー

午前

場に

飯舘校生一同、ご来場を心よりお待ちしています。

相馬農業高等学校飯舘校仮設校舎（福島明成高校敷地南側） 

 

いいたて～」をテー

日曜日はゲストに、オカン・あつしの人気お笑いコンビ「母心」を

） 



 食品中の放射性物質測定結果のお知らせ  
平成 29 年８月１日から 31 日までに村で行った食品等の放射性物質の

測定結果について、お知らせします。この他の測定品目や詳細な測定結

果については、村ホームページに掲載していますので、ご覧ください。 

１．飲料水 

放射性セシウムの基準値「飲料水 10Ｂｑ／ℓ」 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 
検出最大値 採取地 

井戸水・湧水等 10 ０ 不検出 関沢 ほか 

２．一般食品 

放射性セシウムの基準値 「一般食品 100Bq/Kg」「乳児用食品 50Bq/Kg」 

問復興対策課除染対策係（本庁☎0244-42-1625） 

各行政区の放射線測定値 
村が独自に計測した各行政区の１時間当たりの大気中放射線測定値は

次のとおりです。放射線量は計測した日の天候・湿度などで変化します。

単位は全て㍃シーベルト/時です。※は除染未実施分です。 

【農地】（地上から１m 及び１cm の高さで測定） 

行政区 小字地内 
９月７日（雨） ８月 17 日（曇） 

１ｍ １cｍ １ｍ １cm 

１ 草野字大谷地地内 0.30 0.28 0.26 0.31 

２ 深谷字原前地内 0.11 0.09 0.08 0.10 

３ 伊丹沢字山田地内 0.33 0.32 0.24 0.26 

４ 関沢字中頃地内 0.27 0.22 0.23 0.20 

５ 小宮字曲田地内 0.36 0.40 0.44 0.45 

６ 八木沢字上八木沢地内 0.37 0.36 0.30 0.32 

７ 大倉字湯舟地内 0.18 0.17 0.18 0.16 

８ 佐須字佐須地内 0.30 0.30 0.32 0.29 

９ 草野字柏塚地内 0.18 0.16 0.15 0.14 

10 飯樋字下桶地内地内 0.34 0.36 0.33 0.31 

11 飯樋字一ノ関地内 0.21 0.19 0.20 0.19 

12 飯樋字笠石地内 0.34 0.25 0.33 0.24 

13 飯樋字原地内 0.29 0.28 0.30 0.24 

14 比曽字比曽地内 0.27 0.23 0.27 0.24 

15※ 長泥字長泥地内 2.31 2.61 2.34 2.92 

16 蕨平字木戸地内 0.50 0.45 0.46 0.39 

17 松塚字神田地内 0.18 0.15 0.18 0.16 

18 臼石字町地内 0.46 0.53 0.44 0.43 

19 前田字福田地内 0.39 0.37 0.37 0.35 

20 二枚橋字町地内 0.26 0.22 0.23 0.20 

【宅地】（地上から１m 及び１cm の高さで測定） 

行政区 小字地内 
９月７日 ８月 17 日 

１ｍ １cm １ｍ １cm 

１ 草野字大師堂地内 0.27 0.24 0.29 0.26 

２ 深谷字大森地内 0.25 0.34 0.26 0.31 

３ 伊丹沢字伊丹沢地内 0.14 0.14 0.12 0.14 

４ 関沢字中頃地内 0.29 0.27 0.24 0.26 

５ 小宮字曲田地内 0.32 0.25 0.28 0.26 

６ 芦原白金地内 0.22 0.21 0.24 0.22 

７ 大倉字大倉地内 0.12 0.13 0.12 0.12 

８ 佐須字虎捕地内 0.33 0.31 0.25 0.25 

９ 草野字大坂地内 0.22 0.22 0.24 0.19 

10 飯樋字町地内 0.22 0.21 0.20 0.19 

11 飯樋字割木地内 0.31 0.28 0.34 0.32 

12 飯樋字笠石地内 0.23 0.20 0.19 0.25 

13 飯樋字宮仲地内 0.29 0.28 0.26 0.24 

14 比曽字中比曽地内 0.27 0.21 0.22 0.20 

15※ 長泥字曲田地内 2.20 2.12 2.31 2.49 

16 蕨平字蕨平地内 0.37 0.32 0.24 0.28 

17 関根字押木内地内 0.13 0.14 0.18 0.15 

18 臼石字菅田地内 0.22 0.23 0.23 0.20 

19 前田字古今明地内 0.26 0.20 0.25 0.22 

20 須萱字水上地内 0.12 0.13 0.13 0.12 

飲料水安全確保対策事業(井戸掘削・簡易水道接続)の 

補助申請及びセシウム除去用給水器配付について 
≪補助事業の対象要件≫ 

○簡易水道区域内で水道に接続されている世帯及び帰還困難区域の世帯は

対象外となります。 

○平成 23 年３月 11 日の事故発生時に飯舘村に住んでいた世帯で速やか

に帰村を予定している世帯。 

≪申請受付期間≫平成 30 年 3 月 31 日まで（※受付期間中に申請された場

合、工事は平成 30 年度末まで行うことができます。） 

≪事業概要≫ 

○16 行政区（前田・八和木、比曽、蕨平行政区を除く）の方 

⇒村民の方が工事を行い、補助金を補助します。 

○前田・八和木、比曽、蕨平行政区の方 

⇒村民の方の申込み及び分担金の納入後に村が工事を行います。 

セシウム除去用給水器・フィルター配付 

希望される方へ復興対策課商工労政係で配付しておりますので、受け取

りがお済でない方は早めにお越しください。 

受付場所・問合せ先【受付時間】午前９時～午後５時(土・日・祝日除く) 

（16 行政区）復興対策課商工労政係（本庁☎0244-42-1620） 

（前田・八和木、比曽、蕨平行政区）建設課土木係（本庁☎0244-42-1624） 

村サポートセンター「つながっぺ」ご利用ください 
村社会福祉協議会では、帰村した村民の憩いの場として、飯舘村サポ

ートセンター「つながっぺ」を運営しています。皆さんと会話を楽しみ

ながら、軽体操やレクリエーション・カラオケなどを行い、昼食を食べ

ることもできます。皆さんご利用ください。 

○開催日…毎週月曜日～金曜日（土・日・祝日除く） 

○時 間…午前 10 時～午後３時 

○場 所…飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（いいたてクリニック内） 

○利用料…無料（施設内に限る） ○昼食代…500 円 

○その他…交通手段がない方は、ご相談ください。（送迎可） 

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

お 茶 の み 会 （ 村 外 ） の ご 案 内 
村社会福祉協議会では、避難先での住民交流事業「お茶のみ会」を開

催します。皆さんの参加をお待ちしています。 

開催日 時 間 場 所 会 費 

10 月 16 日（月） 

午前10時

～ 

11時30分 

川俣町老人福祉センター

いきいき荘 
100 円 

（当日、受付で

徴収します） 

10 月 18 日（水） 
原町区福祉会館 

視聴覚室 

10 月 23 日（月） 
保原中央交流館 

３階大会議室 

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

弁護士による心配ごと相談を開催します 
村社会福祉協議会の「心配ごと相談事業」として、鈴木弁護士による専

門相談を開催します。相談は無料です。 

○日 時…９月 20 日（水）  午後１時 15 分から午後３時まで 

○会 場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家） 

○相談員…福島県弁護士会所属 鈴木芳喜弁護士 

○予 約…９月 14 日（木）まで村社会福祉協議会に申込みください。 

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

いいたてを感じる ～文学と音楽のコラボ～ 
 「ふるさと飯舘で“自分らしく”生きよう会」では、文学者や音楽家

と一緒に村の良さを再発見し、ふるさとの良さを感じる１日を参加費無

料で開催します。村民の皆さんはもちろん、村に関心のある方はどなた

でも参加できます。皆さまのご参加をお待ちしております。 

○日 時…10 月９日（祝日・月）  午前 11 時から午後３時 30 分まで 

○会 場…飯舘村交流センターふれ愛館 

○内 容…午前 11 時～   交流会（食事屋台あり） 

     正   午～   鼎談「万葉集からみたふるさと飯舘」 

     午後１時 30 分～ ワークショップ＆復興ライブ 

問ふるさと飯舘で“自分らしく”生きよう会（菅野クニ☎090-9637-9201） 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 
検出最大値 採取地 

ジャガイモ ６ ０ 不検出 宮内 ほか 

トウモロコシ ３ １ 8Bq/㎏ 深谷 ほか 

ハナミョウガ 21 12 27Bq/㎏ 八木沢・芦原 ほか 

ヤマボウシ 18 15 54Bq/㎏ 関沢 ほか 


