
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                          

 

らし続けられるよう、認知症の方への対応方法について、正しく理解し

ていただくことを目的に、講演会を開催します。認知症の家族のことで

悩んでいる人、認知症について正しく知

て欲しい人、この機会にどうぞご参加くだ

○日

○場

○講

○申込期限…

問

福島県庁までの

お願いします。

○

問

 

「

けている

ます

 

○日

○場

問

 

ーエム･フォー

れましては、ライトの早めの点灯、こまめな上下切替のうえ、交通事故

防止に努めましょう。

問

「
 

かして心もからだも健康に！！

○

○場

☆宿泊体験館きこりでは、送迎バスを運行しています。乗降場所・時間に

ついては、「きこり」（

問

 

違反すると、懲役３年以下又は、

れることがあります。

 

林野へと延焼拡大しました。ひとり１人の防火に対する意識が必要です。

ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

問

                          

「心かよわす優しい認知症ケア
 村では、誰もが認知症になっても

らし続けられるよう、認知症の方への対応方法について、正しく理解し

ていただくことを目的に、講演会を開催します。認知症の家族のことで

悩んでいる人、認知症について正しく知

て欲しい人、この機会にどうぞご参加くだ

参加ご希望の方は、下記によりお申込みくだ

○日  

○場  

○講  

○申込期限…

問飯舘村地域包括支援センター（いちばん館☎

ふくしま駅伝
村駅伝チームが今年度もフル出場

福島県庁までの

お願いします。

選手情報等、詳しくは村ホームページをご覧ください。

○日 時…

問生涯学習課（

守時タツミ「耳をすまして」コンサート
 村交流センター「ふれ愛館」自主文化事業として、

「MOTTAINAI

けている

ます。 

 おいしいお茶とケーキもご用意します。癒し

○日  

○場  

問生涯学習課

ＰＭ４ライトオン運動の実施について
 県では、平成

ーエム･フォー

れましては、ライトの早めの点灯、こまめな上下切替のうえ、交通事故

防止に努めましょう。

問住民課住民係

「きこり」で元気もりもり！運動教室のお知ら
 イスに座って

かして心もからだも健康に！！

○日 時…

○場 所…宿泊体験館きこり

☆宿泊体験館きこりでは、送迎バスを運行しています。乗降場所・時間に

ついては、「きこり」（

問健康福祉課健康係（いちばん館

家庭ごみの焼却は、禁止されています！
 家庭ごみや廃棄物などを屋外で焼却することは、原則禁止されています。

違反すると、懲役３年以下又は、

れることがあります。

 今年度は、村内で火災が３件発生し、その内２件が家庭ごみの焼却から

林野へと延焼拡大しました。ひとり１人の防火に対する意識が必要です。

ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

問消防飯舘分署（☎

いいたてクリニックの診療日時

                          

心かよわす優しい認知症ケア
村では、誰もが認知症になっても

らし続けられるよう、認知症の方への対応方法について、正しく理解し

ていただくことを目的に、講演会を開催します。認知症の家族のことで

悩んでいる人、認知症について正しく知

て欲しい人、この機会にどうぞご参加くだ

参加ご希望の方は、下記によりお申込みくだ

  時…11

  所…いちばん館

  師…郡山市医療介護病院

○申込期限…11

飯舘村地域包括支援センター（いちばん館☎

ふくしま駅伝
村駅伝チームが今年度もフル出場

福島県庁までの

お願いします。 

選手情報等、詳しくは村ホームページをご覧ください。

時…11 月

生涯学習課（交流センター

守時タツミ「耳をすまして」コンサート
村交流センター「ふれ愛館」自主文化事業として、

MOTTAINAI」サウンドで知られ、歌手・佐野元春さんらとの共演も続

けているキーボードプレイヤー、守時タツミさんのコンサートを開催し

おいしいお茶とケーキもご用意します。癒し

  時…11

  所…村交流センター「ふれ愛館」ホール（入場無料）

生涯学習課（ふれ愛館

ＰＭ４ライトオン運動の実施について
県では、平成 29

ーエム･フォー)ライトオン運動を実施して

れましては、ライトの早めの点灯、こまめな上下切替のうえ、交通事故

防止に努めましょう。

住民課住民係（

きこり」で元気もりもり！運動教室のお知ら
イスに座って行う

かして心もからだも健康に！！

時…11 月

所…宿泊体験館きこり

☆宿泊体験館きこりでは、送迎バスを運行しています。乗降場所・時間に

ついては、「きこり」（

健康福祉課健康係（いちばん館

家庭ごみの焼却は、禁止されています！
家庭ごみや廃棄物などを屋外で焼却することは、原則禁止されています。

違反すると、懲役３年以下又は、

れることがあります。

今年度は、村内で火災が３件発生し、その内２件が家庭ごみの焼却から

林野へと延焼拡大しました。ひとり１人の防火に対する意識が必要です。

ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

消防飯舘分署（☎

いいたてクリニックの診療日時

                          

心かよわす優しい認知症ケア
村では、誰もが認知症になっても

らし続けられるよう、認知症の方への対応方法について、正しく理解し

ていただくことを目的に、講演会を開催します。認知症の家族のことで

悩んでいる人、認知症について正しく知

て欲しい人、この機会にどうぞご参加くだ

参加ご希望の方は、下記によりお申込みくだ

11 月 30 日（木）

所…いちばん館

師…郡山市医療介護病院

11 月 24 日（金）

飯舘村地域包括支援センター（いちばん館☎

ふくしま駅伝 
村駅伝チームが今年度もフル出場

福島県庁までの 16 区間

 

選手情報等、詳しくは村ホームページをご覧ください。

月 19 日（日）

交流センター

守時タツミ「耳をすまして」コンサート
村交流センター「ふれ愛館」自主文化事業として、

サウンドで知られ、歌手・佐野元春さんらとの共演も続

キーボードプレイヤー、守時タツミさんのコンサートを開催し

おいしいお茶とケーキもご用意します。癒し

11 月 23 日（木・祝）

村交流センター「ふれ愛館」ホール（入場無料）

ふれ愛館

ＰＭ４ライトオン運動の実施について
29 年 11

ライトオン運動を実施して

れましては、ライトの早めの点灯、こまめな上下切替のうえ、交通事故

防止に努めましょう。 

（本庁☎

きこり」で元気もりもり！運動教室のお知ら
行う高齢者にやさしい

かして心もからだも健康に！！

月 30 日（木

所…宿泊体験館きこり

☆宿泊体験館きこりでは、送迎バスを運行しています。乗降場所・時間に

ついては、「きこり」（☎

健康福祉課健康係（いちばん館

家庭ごみの焼却は、禁止されています！
家庭ごみや廃棄物などを屋外で焼却することは、原則禁止されています。

違反すると、懲役３年以下又は、

れることがあります。 

今年度は、村内で火災が３件発生し、その内２件が家庭ごみの焼却から

林野へと延焼拡大しました。ひとり１人の防火に対する意識が必要です。

ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

消防飯舘分署（☎0244

いいたてクリニックの診療日時

                          

心かよわす優しい認知症ケア
村では、誰もが認知症になっても

らし続けられるよう、認知症の方への対応方法について、正しく理解し

ていただくことを目的に、講演会を開催します。認知症の家族のことで

悩んでいる人、認知症について正しく知

て欲しい人、この機会にどうぞご参加くだ

参加ご希望の方は、下記によりお申込みくだ

日（木） 

所…いちばん館 

師…郡山市医療介護病院

日（金） 

飯舘村地域包括支援センター（いちばん館☎

 村チーム
村駅伝チームが今年度もフル出場

区間 94・8Km

選手情報等、詳しくは村ホームページをご覧ください。

日（日） 午前

交流センターふれ愛館☎

守時タツミ「耳をすまして」コンサート
村交流センター「ふれ愛館」自主文化事業として、

サウンドで知られ、歌手・佐野元春さんらとの共演も続

キーボードプレイヤー、守時タツミさんのコンサートを開催し

おいしいお茶とケーキもご用意します。癒し

日（木・祝）

村交流センター「ふれ愛館」ホール（入場無料）

ふれ愛館☎0244

ＰＭ４ライトオン運動の実施について
11 月 1日から平成

ライトオン運動を実施して

れましては、ライトの早めの点灯、こまめな上下切替のうえ、交通事故

 

☎0244-

きこり」で元気もりもり！運動教室のお知ら
高齢者にやさしい

かして心もからだも健康に！！

日（木）、12

所…宿泊体験館きこり 

☆宿泊体験館きこりでは、送迎バスを運行しています。乗降場所・時間に

☎0244-42

健康福祉課健康係（いちばん館

家庭ごみの焼却は、禁止されています！
家庭ごみや廃棄物などを屋外で焼却することは、原則禁止されています。

違反すると、懲役３年以下又は、

 

今年度は、村内で火災が３件発生し、その内２件が家庭ごみの焼却から

林野へと延焼拡大しました。ひとり１人の防火に対する意識が必要です。

ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

0244-42-0119

いいたてクリニックの診療日時

                          

心かよわす優しい認知症ケア
村では、誰もが認知症になっても、

らし続けられるよう、認知症の方への対応方法について、正しく理解し

ていただくことを目的に、講演会を開催します。認知症の家族のことで

悩んでいる人、認知症について正しく知

て欲しい人、この機会にどうぞご参加くだ

参加ご希望の方は、下記によりお申込みくだ

 午後１時

師…郡山市医療介護病院 看護部長

 

飯舘村地域包括支援センター（いちばん館☎

村チーム
村駅伝チームが今年度もフル出場！

Km を力走

選手情報等、詳しくは村ホームページをご覧ください。

午前 7 時

ふれ愛館☎

守時タツミ「耳をすまして」コンサート
村交流センター「ふれ愛館」自主文化事業として、

サウンドで知られ、歌手・佐野元春さんらとの共演も続

キーボードプレイヤー、守時タツミさんのコンサートを開催し

おいしいお茶とケーキもご用意します。癒し

日（木・祝） 午後１

村交流センター「ふれ愛館」ホール（入場無料）

0244-42-0072

ＰＭ４ライトオン運動の実施について
日から平成

ライトオン運動を実施して

れましては、ライトの早めの点灯、こまめな上下切替のうえ、交通事故

-42-1618

きこり」で元気もりもり！運動教室のお知ら
高齢者にやさしい

かして心もからだも健康に！！※申込み不要です。

12 月 14 日（木）

 ※運動教室参加費は無料です。

☆宿泊体験館きこりでは、送迎バスを運行しています。乗降場所・時間に

42-1012）まで、お問い合わせください。

健康福祉課健康係（いちばん館☎0244

家庭ごみの焼却は、禁止されています！
家庭ごみや廃棄物などを屋外で焼却することは、原則禁止されています。

違反すると、懲役３年以下又は、300万円以下の罰金または

今年度は、村内で火災が３件発生し、その内２件が家庭ごみの焼却から

林野へと延焼拡大しました。ひとり１人の防火に対する意識が必要です。

ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

0119） 

いいたてクリニックの診療日時 毎週火・木曜日

                          第 87

心かよわす優しい認知症ケア
、住み慣れた地域で、自分らしく暮

らし続けられるよう、認知症の方への対応方法について、正しく理解し

ていただくことを目的に、講演会を開催します。認知症の家族のことで

悩んでいる人、認知症について正しく知りたい人、認知症について教え

て欲しい人、この機会にどうぞご参加ください。

参加ご希望の方は、下記によりお申込みくだ

午後１時 30 分～

看護部長

飯舘村地域包括支援センター（いちばん館☎

村チーム応援
！白河市運動公園陸上競技場から

を力走します！沿道でのご声援

選手情報等、詳しくは村ホームページをご覧ください。

時 40 分 

ふれ愛館☎0244

守時タツミ「耳をすまして」コンサート
村交流センター「ふれ愛館」自主文化事業として、

サウンドで知られ、歌手・佐野元春さんらとの共演も続

キーボードプレイヤー、守時タツミさんのコンサートを開催し

おいしいお茶とケーキもご用意します。癒し

午後１時

村交流センター「ふれ愛館」ホール（入場無料）

0072） 

ＰＭ４ライトオン運動の実施について
日から平成 30年

ライトオン運動を実施しています。運転者の皆様におか

れましては、ライトの早めの点灯、こまめな上下切替のうえ、交通事故

1618） 

きこり」で元気もりもり！運動教室のお知ら
高齢者にやさしい運動教室

※申込み不要です。

日（木）  

※運動教室参加費は無料です。

☆宿泊体験館きこりでは、送迎バスを運行しています。乗降場所・時間に

）まで、お問い合わせください。

0244-42-1638

家庭ごみの焼却は、禁止されています！
家庭ごみや廃棄物などを屋外で焼却することは、原則禁止されています。

万円以下の罰金または

今年度は、村内で火災が３件発生し、その内２件が家庭ごみの焼却から

林野へと延焼拡大しました。ひとり１人の防火に対する意識が必要です。

ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

毎週火・木曜日

79 号 平成

心かよわす優しい認知症ケア」講演会につい
住み慣れた地域で、自分らしく暮

らし続けられるよう、認知症の方への対応方法について、正しく理解し

ていただくことを目的に、講演会を開催します。認知症の家族のことで

りたい人、認知症について教え

さい。 

参加ご希望の方は、下記によりお申込みください。

分～ 

看護部長 宗形初枝

飯舘村地域包括支援センター（いちばん館☎0244

応援 お願いします
白河市運動公園陸上競技場から

！沿道でのご声援

選手情報等、詳しくは村ホームページをご覧ください。

 スタート

0244-42-0072

守時タツミ「耳をすまして」コンサート
村交流センター「ふれ愛館」自主文化事業として、

サウンドで知られ、歌手・佐野元春さんらとの共演も続

キーボードプレイヤー、守時タツミさんのコンサートを開催し

おいしいお茶とケーキもご用意します。癒しのひと時をぜひ。

時 30 分開演

村交流センター「ふれ愛館」ホール（入場無料）

 

ＰＭ４ライトオン運動の実施について
年 2月 28

います。運転者の皆様におか

れましては、ライトの早めの点灯、こまめな上下切替のうえ、交通事故

きこり」で元気もりもり！運動教室のお知ら
運動教室です。

※申込み不要です。 

  午後１時

※運動教室参加費は無料です。

☆宿泊体験館きこりでは、送迎バスを運行しています。乗降場所・時間に

）まで、お問い合わせください。

1638） 

家庭ごみの焼却は、禁止されています！
家庭ごみや廃棄物などを屋外で焼却することは、原則禁止されています。

万円以下の罰金または

今年度は、村内で火災が３件発生し、その内２件が家庭ごみの焼却から

林野へと延焼拡大しました。ひとり１人の防火に対する意識が必要です。

ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 

毎週火・木曜日

平成 29

」講演会につい
住み慣れた地域で、自分らしく暮

らし続けられるよう、認知症の方への対応方法について、正しく理解し

ていただくことを目的に、講演会を開催します。認知症の家族のことで

りたい人、認知症について教え

さい。 

宗形初枝 氏

0244-42-1626

お願いします
白河市運動公園陸上競技場から

！沿道でのご声援

選手情報等、詳しくは村ホームページをご覧ください。 

スタート! 

0072） 

守時タツミ「耳をすまして」コンサート
村交流センター「ふれ愛館」自主文化事業として、自然ととけあう

サウンドで知られ、歌手・佐野元春さんらとの共演も続

キーボードプレイヤー、守時タツミさんのコンサートを開催し

のひと時をぜひ。

分開演 

村交流センター「ふれ愛館」ホール（入場無料）

ＰＭ４ライトオン運動の実施について
28 日までの間、

います。運転者の皆様におか

れましては、ライトの早めの点灯、こまめな上下切替のうえ、交通事故

きこり」で元気もりもり！運動教室のお知ら
です。気持ち良く体を動

 

午後１時 15 分～

※運動教室参加費は無料です。

☆宿泊体験館きこりでは、送迎バスを運行しています。乗降場所・時間に

）まで、お問い合わせください。

 

家庭ごみの焼却は、禁止されています！
家庭ごみや廃棄物などを屋外で焼却することは、原則禁止されています。

万円以下の罰金または伴科

今年度は、村内で火災が３件発生し、その内２件が家庭ごみの焼却から

林野へと延焼拡大しました。ひとり１人の防火に対する意識が必要です。

毎週火・木曜日 午前９時～正午（受付は午前８時

29 年 11 月

」講演会につい
住み慣れた地域で、自分らしく暮

らし続けられるよう、認知症の方への対応方法について、正しく理解し

ていただくことを目的に、講演会を開催します。認知症の家族のことで

りたい人、認知症について教え

氏 

1626） 

お願いします
白河市運動公園陸上競技場から

！沿道でのご声援よろしく

 

守時タツミ「耳をすまして」コンサート 
自然ととけあう

サウンドで知られ、歌手・佐野元春さんらとの共演も続

キーボードプレイヤー、守時タツミさんのコンサートを開催し

のひと時をぜひ。 

村交流センター「ふれ愛館」ホール（入場無料） 

ＰＭ４ライトオン運動の実施について 
日までの間、PM4(

います。運転者の皆様におか

れましては、ライトの早めの点灯、こまめな上下切替のうえ、交通事故

きこり」で元気もりもり！運動教室のお知ら
気持ち良く体を動

分～２時

※運動教室参加費は無料です。 

☆宿泊体験館きこりでは、送迎バスを運行しています。乗降場所・時間に

）まで、お問い合わせください。

家庭ごみの焼却は、禁止されています！
家庭ごみや廃棄物などを屋外で焼却することは、原則禁止されています。

伴科に処せら

今年度は、村内で火災が３件発生し、その内２件が家庭ごみの焼却から

林野へと延焼拡大しました。ひとり１人の防火に対する意識が必要です。

午前９時～正午（受付は午前８時

月５日 

」講演会について 

住み慣れた地域で、自分らしく暮

らし続けられるよう、認知症の方への対応方法について、正しく理解し

ていただくことを目的に、講演会を開催します。認知症の家族のことで

りたい人、認知症について教え

お願いします! 
白河市運動公園陸上競技場から

よろしく

自然ととけあう

サウンドで知られ、歌手・佐野元春さんらとの共演も続

キーボードプレイヤー、守時タツミさんのコンサートを開催し

 

PM4(ピ

います。運転者の皆様におか

れましては、ライトの早めの点灯、こまめな上下切替のうえ、交通事故

きこり」で元気もりもり！運動教室のお知らせ 

気持ち良く体を動

２時 15 分 

☆宿泊体験館きこりでは、送迎バスを運行しています。乗降場所・時間に

）まで、お問い合わせください。 

家庭ごみの焼却は、禁止されています！ 

家庭ごみや廃棄物などを屋外で焼却することは、原則禁止されています。

に処せら

今年度は、村内で火災が３件発生し、その内２件が家庭ごみの焼却から

林野へと延焼拡大しました。ひとり１人の防火に対する意識が必要です。

午前９時～正午（受付は午前８時

 

 

 

 

 

 

 村では、平成

は後日詳細をご案内

○日 

○場 

○対 

問生涯学習課（

 現在、村内におきまして村民のみなさまへの買い物支援として、株式

会社運喜（ファンズ）の移動販売と、コープふくしまによる宅配サービ

スが実施されています。

 10

になりました。どうぞ

移動販売のコース

○月曜日

草野会館（午後２時）→いいたてクリニック（午後２時

保・外内資源回収所（午後３時

→八和木集会所（午後４時）→比曽集会所（午後４時

○木曜日

佐須集会所（午後２時

リニック（午後３時

塚集会所（午後４時

※道路状況等により到着時間が前後する場合があります。

問オレンジ（担当：伊藤）

宿泊体験館きこりでは、施設のメンテナンス作業のため、次の日時で

休業いたします。

○休業日…

問宿泊体験館きこり（

母 子 手 帳 の 交 付 の お 知 ら
母子手帳交付時に保健師より妊婦健診の受け方などの説明をします。

交付を希望される方は事前に必ず健康福祉課までお電話ください。

問健康福祉課健康係（

財務省福島財務事務所では、専門相談員が、借金を抱えお悩みの方か

ら家計や借金の状況等をお伺いし、必要に応じて弁護士などの専門家に

引継ぎを行う相談会を開催します。

談くだ

○日時…

○会場

○予約締切日

【予約受付先】

「新春

            
 村では、新春

参加をお待ちしています。

○開催日…

○場

※詳細は後日改めてご案内いたします。

問総務課企画係（本庁☎

午前９時～正午（受付は午前８時

二十歳の門出
村では、平成

は後日詳細をご案内

 時…平成

 所…交流センター

 象…平成

（中学校を平成

生涯学習課（

新たに村内で移動販売が行われます
現在、村内におきまして村民のみなさまへの買い物支援として、株式

会社運喜（ファンズ）の移動販売と、コープふくしまによる宅配サービ

スが実施されています。

10 月 13 日

なりました。どうぞ

移動販売のコース

○月曜日 

草野会館（午後２時）→いいたてクリニック（午後２時

保・外内資源回収所（午後３時

→八和木集会所（午後４時）→比曽集会所（午後４時

○木曜日 

佐須集会所（午後２時

リニック（午後３時

塚集会所（午後４時

※道路状況等により到着時間が前後する場合があります。

オレンジ（担当：伊藤）

宿泊体験館きこりでは、施設のメンテナンス作業のため、次の日時で

いたします。

○休業日…１２月１日（金）

宿泊体験館きこり（

母 子 手 帳 の 交 付 の お 知 ら
母子手帳交付時に保健師より妊婦健診の受け方などの説明をします。

交付を希望される方は事前に必ず健康福祉課までお電話ください。

健康福祉課健康係（

家計とお金の悩みに関する無料相談会
財務省福島財務事務所では、専門相談員が、借金を抱えお悩みの方か

ら家計や借金の状況等をお伺いし、必要に応じて弁護士などの専門家に

引継ぎを行う相談会を開催します。

談ください。

○日時…11

会場…相馬市総合福祉センター（はまなす館）（相馬市小泉字高池

予約締切日

【予約受付先】

（月～金（祝日除く）

「新春 

            
村では、新春

参加をお待ちしています。

○開催日…

○場 所…交流センターふれ愛館

※詳細は後日改めてご案内いたします。

総務課企画係（本庁☎

午前９時～正午（受付は午前８時

二十歳の門出
村では、平成 30

は後日詳細をご案内

平成 30

…交流センター

象…平成９年

（中学校を平成

生涯学習課（交流センターふれ愛館

新たに村内で移動販売が行われます
現在、村内におきまして村民のみなさまへの買い物支援として、株式

会社運喜（ファンズ）の移動販売と、コープふくしまによる宅配サービ

スが実施されています。

日（金）

なりました。どうぞ

移動販売のコース 

草野会館（午後２時）→いいたてクリニック（午後２時

保・外内資源回収所（午後３時

→八和木集会所（午後４時）→比曽集会所（午後４時

佐須集会所（午後２時

リニック（午後３時

塚集会所（午後４時

※道路状況等により到着時間が前後する場合があります。

オレンジ（担当：伊藤）

宿泊体験館きこり一時休業のお知らせ
宿泊体験館きこりでは、施設のメンテナンス作業のため、次の日時で

いたします。 

１２月１日（金）

宿泊体験館きこり（

母 子 手 帳 の 交 付 の お 知 ら
母子手帳交付時に保健師より妊婦健診の受け方などの説明をします。

交付を希望される方は事前に必ず健康福祉課までお電話ください。

健康福祉課健康係（

家計とお金の悩みに関する無料相談会
財務省福島財務事務所では、専門相談員が、借金を抱えお悩みの方か

ら家計や借金の状況等をお伺いし、必要に応じて弁護士などの専門家に

引継ぎを行う相談会を開催します。

さい。 

11 月 29 日（水）

相馬市総合福祉センター（はまなす館）（相馬市小泉字高池

予約締切日…11 月

【予約受付先】財務省福島財務事務所

（月～金（祝日除く）

 村民の集い」

            
村では、新春 

参加をお待ちしています。

○開催日…平成

所…交流センターふれ愛館

※詳細は後日改めてご案内いたします。

総務課企画係（本庁☎

午前９時～正午（受付は午前８時 30 分～午前

二十歳の門出
30 年成人式を下記の日程で開催します。

は後日詳細をご案内いたします。

30 年１月７日（日）

…交流センターふれ愛館

年４月２

（中学校を平成

交流センターふれ愛館

新たに村内で移動販売が行われます
現在、村内におきまして村民のみなさまへの買い物支援として、株式

会社運喜（ファンズ）の移動販売と、コープふくしまによる宅配サービ

スが実施されています。 

）から新たに「オレンジ」が移動販売を実施すること

なりました。どうぞ、ご活用ください。

草野会館（午後２時）→いいたてクリニック（午後２時

保・外内資源回収所（午後３時

→八和木集会所（午後４時）→比曽集会所（午後４時

佐須集会所（午後２時 30

リニック（午後３時 40 分）→二枚橋会館（午後４時

塚集会所（午後４時 50 分）

※道路状況等により到着時間が前後する場合があります。

オレンジ（担当：伊藤）

宿泊体験館きこり一時休業のお知らせ
宿泊体験館きこりでは、施設のメンテナンス作業のため、次の日時で

 

１２月１日（金） 

宿泊体験館きこり（☎0244

母 子 手 帳 の 交 付 の お 知 ら
母子手帳交付時に保健師より妊婦健診の受け方などの説明をします。

交付を希望される方は事前に必ず健康福祉課までお電話ください。

健康福祉課健康係（いちばん館内

家計とお金の悩みに関する無料相談会
財務省福島財務事務所では、専門相談員が、借金を抱えお悩みの方か

ら家計や借金の状況等をお伺いし、必要に応じて弁護士などの専門家に

引継ぎを行う相談会を開催します。

日（水）  

相馬市総合福祉センター（はまなす館）（相馬市小泉字高池

月 28 日（火）

財務省福島財務事務所

（月～金（祝日除く）

村民の集い」

            
 村民の集いを開催します。村民の皆さまの

参加をお待ちしています。

平成 30 年

所…交流センターふれ愛館

※詳細は後日改めてご案内いたします。

総務課企画係（本庁☎

分～午前 11

二十歳の門出 
成人式を下記の日程で開催します。

いたします。

年１月７日（日）

午後１時

ふれ愛館

２日から平成

（中学校を平成 24 年度に卒業した方）

交流センターふれ愛館

新たに村内で移動販売が行われます
現在、村内におきまして村民のみなさまへの買い物支援として、株式

会社運喜（ファンズ）の移動販売と、コープふくしまによる宅配サービ

 

から新たに「オレンジ」が移動販売を実施すること

ご活用ください。

草野会館（午後２時）→いいたてクリニック（午後２時

保・外内資源回収所（午後３時 10

→八和木集会所（午後４時）→比曽集会所（午後４時

30 分）→前乗集会所（午後３時）→いいたてク

分）→二枚橋会館（午後４時

分） 

※道路状況等により到着時間が前後する場合があります。

オレンジ（担当：伊藤）090-6683

宿泊体験館きこり一時休業のお知らせ
宿泊体験館きこりでは、施設のメンテナンス作業のため、次の日時で

 午後３時～閉館まで

0244-42-

母 子 手 帳 の 交 付 の お 知 ら
母子手帳交付時に保健師より妊婦健診の受け方などの説明をします。

交付を希望される方は事前に必ず健康福祉課までお電話ください。

いちばん館内

家計とお金の悩みに関する無料相談会
財務省福島財務事務所では、専門相談員が、借金を抱えお悩みの方か

ら家計や借金の状況等をお伺いし、必要に応じて弁護士などの専門家に

引継ぎを行う相談会を開催します。

  午後１

相馬市総合福祉センター（はまなす館）（相馬市小泉字高池

日（火）

財務省福島財務事務所

（月～金（祝日除く）午前８時

村民の集い」

            
村民の集いを開催します。村民の皆さまの

参加をお待ちしています。 

年 1 月

所…交流センターふれ愛館

※詳細は後日改めてご案内いたします。

総務課企画係（本庁☎0244

11 時 30

 

 成人式のご案内
成人式を下記の日程で開催します。

いたします。 

年１月７日（日）

午後１時 30

ふれ愛館 (飯舘村草野字大師堂

日から平成 10

年度に卒業した方）

交流センターふれ愛館☎

新たに村内で移動販売が行われます
現在、村内におきまして村民のみなさまへの買い物支援として、株式

会社運喜（ファンズ）の移動販売と、コープふくしまによる宅配サービ

から新たに「オレンジ」が移動販売を実施すること

ご活用ください。

草野会館（午後２時）→いいたてクリニック（午後２時

10 分）→飯樋町集会所（午後３時

→八和木集会所（午後４時）→比曽集会所（午後４時

分）→前乗集会所（午後３時）→いいたてク

分）→二枚橋会館（午後４時

※道路状況等により到着時間が前後する場合があります。

6683-6393

宿泊体験館きこり一時休業のお知らせ
宿泊体験館きこりでは、施設のメンテナンス作業のため、次の日時で

午後３時～閉館まで

-1012）

母 子 手 帳 の 交 付 の お 知 ら
母子手帳交付時に保健師より妊婦健診の受け方などの説明をします。

交付を希望される方は事前に必ず健康福祉課までお電話ください。

いちばん館内☎0244

家計とお金の悩みに関する無料相談会
財務省福島財務事務所では、専門相談員が、借金を抱えお悩みの方か

ら家計や借金の状況等をお伺いし、必要に応じて弁護士などの専門家に

引継ぎを行う相談会を開催します。まずは一人で悩まず、お気軽にご相

午後１時～午後４

相馬市総合福祉センター（はまなす館）（相馬市小泉字高池

日（火） 

財務省福島財務事務所理財課

午前８時 30

村民の集い」 

             村内
村民の集いを開催します。村民の皆さまの

月 21 日（日）

所…交流センターふれ愛館(

※詳細は後日改めてご案内いたします。

0244-42-1613

30 分）☎

成人式のご案内
成人式を下記の日程で開催します。

年１月７日（日） 

30 分～午後３時（予定）

飯舘村草野字大師堂

10 年４月

年度に卒業した方）

☎0244-42

新たに村内で移動販売が行われます
現在、村内におきまして村民のみなさまへの買い物支援として、株式

会社運喜（ファンズ）の移動販売と、コープふくしまによる宅配サービ

から新たに「オレンジ」が移動販売を実施すること

ご活用ください。 

草野会館（午後２時）→いいたてクリニック（午後２時

分）→飯樋町集会所（午後３時

→八和木集会所（午後４時）→比曽集会所（午後４時

分）→前乗集会所（午後３時）→いいたてク

分）→二枚橋会館（午後４時

※道路状況等により到着時間が前後する場合があります。

6393 

宿泊体験館きこり一時休業のお知らせ
宿泊体験館きこりでは、施設のメンテナンス作業のため、次の日時で

午後３時～閉館まで 

） 

母 子 手 帳 の 交 付 の お 知 ら
母子手帳交付時に保健師より妊婦健診の受け方などの説明をします。

交付を希望される方は事前に必ず健康福祉課までお電話ください。

0244-42-

家計とお金の悩みに関する無料相談会
財務省福島財務事務所では、専門相談員が、借金を抱えお悩みの方か

ら家計や借金の状況等をお伺いし、必要に応じて弁護士などの専門家に

まずは一人で悩まず、お気軽にご相

午後４時

相馬市総合福祉センター（はまなす館）（相馬市小泉字高池

理財課（☎

30 分～午後４時

村内 開催決定！
村民の集いを開催します。村民の皆さまの

日（日）

(飯舘村草野字大師堂

※詳細は後日改めてご案内いたします。 

1613） 

分）☎0244-68

成人式のご案内
成人式を下記の日程で開催します。

～午後３時（予定）

飯舘村草野字大師堂

月１日までに生まれた方

年度に卒業した方） 

42-0072）

新たに村内で移動販売が行われます
現在、村内におきまして村民のみなさまへの買い物支援として、株式

会社運喜（ファンズ）の移動販売と、コープふくしまによる宅配サービ

から新たに「オレンジ」が移動販売を実施すること

草野会館（午後２時）→いいたてクリニック（午後２時

分）→飯樋町集会所（午後３時

→八和木集会所（午後４時）→比曽集会所（午後４時

分）→前乗集会所（午後３時）→いいたてク

分）→二枚橋会館（午後４時 20

※道路状況等により到着時間が前後する場合があります。

宿泊体験館きこり一時休業のお知らせ
宿泊体験館きこりでは、施設のメンテナンス作業のため、次の日時で

 

母 子 手 帳 の 交 付 の お 知 ら
母子手帳交付時に保健師より妊婦健診の受け方などの説明をします。

交付を希望される方は事前に必ず健康福祉課までお電話ください。

-1638） 

家計とお金の悩みに関する無料相談会
財務省福島財務事務所では、専門相談員が、借金を抱えお悩みの方か

ら家計や借金の状況等をお伺いし、必要に応じて弁護士などの専門家に

まずは一人で悩まず、お気軽にご相

時 

相馬市総合福祉センター（はまなす館）（相馬市小泉字高池

（☎024-533

午後４時

開催決定！
村民の集いを開催します。村民の皆さまの

日（日） 

飯舘村草野字大師堂

 

 

68-2277 

成人式のご案内 
成人式を下記の日程で開催します。対象者の方へ

～午後３時（予定）

飯舘村草野字大師堂 17) 

日までに生まれた方

） 

新たに村内で移動販売が行われます
現在、村内におきまして村民のみなさまへの買い物支援として、株式

会社運喜（ファンズ）の移動販売と、コープふくしまによる宅配サービ

から新たに「オレンジ」が移動販売を実施すること

草野会館（午後２時）→いいたてクリニック（午後２時 40 分）→大久

分）→飯樋町集会所（午後３時

→八和木集会所（午後４時）→比曽集会所（午後４時 40 分）

分）→前乗集会所（午後３時）→いいたてク

20 分）→関根・松

※道路状況等により到着時間が前後する場合があります。 

宿泊体験館きこり一時休業のお知らせ 
宿泊体験館きこりでは、施設のメンテナンス作業のため、次の日時で

母 子 手 帳 の 交 付 の お 知 ら
母子手帳交付時に保健師より妊婦健診の受け方などの説明をします。

交付を希望される方は事前に必ず健康福祉課までお電話ください。

 

家計とお金の悩みに関する無料相談会
財務省福島財務事務所では、専門相談員が、借金を抱えお悩みの方か

ら家計や借金の状況等をお伺いし、必要に応じて弁護士などの専門家に

まずは一人で悩まず、お気軽にご相

相馬市総合福祉センター（はまなす館）（相馬市小泉字高池

533-0064

午後４時 30 分

開催決定！
村民の集いを開催します。村民の皆さまの

飯舘村草野字大師堂

 

 
対象者の方へ

～午後３時（予定）

 

日までに生まれた方

新たに村内で移動販売が行われます 

現在、村内におきまして村民のみなさまへの買い物支援として、株式

会社運喜（ファンズ）の移動販売と、コープふくしまによる宅配サービ

から新たに「オレンジ」が移動販売を実施すること

分）→大久

分）→飯樋町集会所（午後３時 30 分）

分） 

分）→前乗集会所（午後３時）→いいたてク

分）→関根・松

宿泊体験館きこりでは、施設のメンテナンス作業のため、次の日時で

母 子 手 帳 の 交 付 の お 知 ら せ
母子手帳交付時に保健師より妊婦健診の受け方などの説明をします。

交付を希望される方は事前に必ず健康福祉課までお電話ください。 

家計とお金の悩みに関する無料相談会 

財務省福島財務事務所では、専門相談員が、借金を抱えお悩みの方か

ら家計や借金の状況等をお伺いし、必要に応じて弁護士などの専門家に

まずは一人で悩まず、お気軽にご相

相馬市総合福祉センター（はまなす館）（相馬市小泉字高池 357

0064） 

） 

開催決定！
村民の集いを開催します。村民の皆さまの

飯舘村草野字大師堂 17)

対象者の方へ

～午後３時（予定） 

日までに生まれた方 

現在、村内におきまして村民のみなさまへの買い物支援として、株式

会社運喜（ファンズ）の移動販売と、コープふくしまによる宅配サービ

から新たに「オレンジ」が移動販売を実施すること

分）→大久

分）

分）→前乗集会所（午後３時）→いいたてク

分）→関根・松

宿泊体験館きこりでは、施設のメンテナンス作業のため、次の日時で

せ  

母子手帳交付時に保健師より妊婦健診の受け方などの説明をします。 

 

財務省福島財務事務所では、専門相談員が、借金を抱えお悩みの方か

ら家計や借金の状況等をお伺いし、必要に応じて弁護士などの専門家に

まずは一人で悩まず、お気軽にご相

357） 

開催決定！ 

村民の集いを開催します。村民の皆さまの

 



○勤務条件等

○受付期間及び試験日等について

受付期間…随時受け付け

試 験

※履歴書に必要事項を記入し、面接当日ご持参ください。

申込み・問

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

【農地】

行政区

15

【宅地】

行政区

15

介護士

介護員

調理員

い い た て 福 祉 会 職 員 募

○勤務条件等

週 40 時間勤務、賞与年２回（有給休暇・退職金制度有）、

基本給

手 当

○受付期間及び試験日等について

受付期間…随時受け付け

試 験 日

※履歴書に必要事項を記入し、面接当日ご持参ください。

申込み・問

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

【農地】（地上から１

行政区 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

14 

15※ 

16 

17 

18 

19 

20 

【宅地】（地上から１

行政区 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

14 

15※ 

16 

17 

18 

19 

20 

募集職種

介護士 

介護員 

調理員 

い い た て 福 祉 会 職 員 募

○勤務条件等 ※採用後６か月間は試的任用期間となります。

時間勤務、賞与年２回（有給休暇・退職金制度有）、

基本給…正職（月額

パート（時給：資格無

当…通勤手当

○受付期間及び試験日等について

受付期間…随時受け付け

日…随時実施（日時・場所等については、受験申し出時に連絡）

※履歴書に必要事項を記入し、面接当日ご持参ください。

申込み・問社会福祉法人いいたて福祉会（☎

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

（地上から１

小字地内

草野字大谷地地内

深谷字原前地内

伊丹沢字山田地内

関沢字中頃地内

小宮字曲田地内

八木沢字上八木沢地内

大倉字湯舟地内

佐須字佐須地内

草野字柏塚地内

飯樋字下桶地内地内

飯樋字一ノ関地内

飯樋字笠石地内

飯樋字原地内

比曽字比曽地内

長泥字長泥地内

蕨平字木戸地内

松塚字神田地内

臼石字町地内

前田字福田地内

二枚橋字町地内

（地上から１

小字地内

草野字大師堂地内

深谷字大森地内

伊丹沢字伊丹沢地内

関沢字中頃地内

小宮字曲田地内

芦原白金地内

大倉字大倉地内

佐須字虎捕地内

草野字大坂地内

飯樋字町地内

飯樋字割木地内

飯樋字笠石地内

飯樋字宮仲地内

比曽字中比曽地内

長泥字曲田地内

蕨平字蕨平地内

関根字押木内地内

臼石字菅田地内

前田字古今明地内

須萱字水上地内

 

募集職種 

正職 

パート

パート

い い た て 福 祉 会 職 員 募

※採用後６か月間は試的任用期間となります。

時間勤務、賞与年２回（有給休暇・退職金制度有）、

正職（月額 144,400

パート（時給：資格無

通勤手当、扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり

○受付期間及び試験日等について

受付期間…随時受け付け

…随時実施（日時・場所等については、受験申し出時に連絡）

※履歴書に必要事項を記入し、面接当日ご持参ください。

社会福祉法人いいたて福祉会（☎

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

（地上から１m 及び

小字地内

草野字大谷地地内

深谷字原前地内

伊丹沢字山田地内

関沢字中頃地内

小宮字曲田地内

八木沢字上八木沢地内

大倉字湯舟地内

佐須字佐須地内

草野字柏塚地内

飯樋字下桶地内地内

飯樋字一ノ関地内

飯樋字笠石地内

飯樋字原地内 

比曽字比曽地内

長泥字長泥地内

蕨平字木戸地内

松塚字神田地内

臼石字町地内 

前田字福田地内

二枚橋字町地内

（地上から１m 及び

小字地内

草野字大師堂地内

深谷字大森地内

伊丹沢字伊丹沢地内

関沢字中頃地内

小宮字曲田地内

芦原白金地内 

大倉字大倉地内

佐須字虎捕地内

草野字大坂地内

飯樋字町地内 

飯樋字割木地内

飯樋字笠石地内

飯樋字宮仲地内

比曽字中比曽地内

長泥字曲田地内

蕨平字蕨平地内

関根字押木内地内

臼石字菅田地内

前田字古今明地内

須萱字水上地内

条件資格免許等

 介護福祉士

パート 資格がなくても可

パート 
資格がなくても可

い い た て 福 祉 会 職 員 募

※採用後６か月間は試的任用期間となります。

時間勤務、賞与年２回（有給休暇・退職金制度有）、

144,400

パート（時給：資格無

扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり

○受付期間及び試験日等について

受付期間…随時受け付け 午前

…随時実施（日時・場所等については、受験申し出時に連絡）

※履歴書に必要事項を記入し、面接当日ご持参ください。

社会福祉法人いいたて福祉会（☎

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/

及び１cm

小字地内 

草野字大谷地地内 

深谷字原前地内 

伊丹沢字山田地内 

関沢字中頃地内 

小宮字曲田地内 

八木沢字上八木沢地内 

大倉字湯舟地内 

佐須字佐須地内 

草野字柏塚地内 

飯樋字下桶地内地内 

飯樋字一ノ関地内 

飯樋字笠石地内 

 

比曽字比曽地内 

長泥字長泥地内 

蕨平字木戸地内 

松塚字神田地内 

 

前田字福田地内 

二枚橋字町地内 

及び１cm

小字地内 

草野字大師堂地内 

深谷字大森地内 

伊丹沢字伊丹沢地内 

関沢字中頃地内 

小宮字曲田地内 

 

大倉字大倉地内 

佐須字虎捕地内 

草野字大坂地内 

 

飯樋字割木地内 

飯樋字笠石地内 

飯樋字宮仲地内 

比曽字中比曽地内 

長泥字曲田地内 

蕨平字蕨平地内 

関根字押木内地内 

臼石字菅田地内 

前田字古今明地内 

須萱字水上地内 

条件資格免許等

介護福祉士

資格がなくても可

調理師

資格がなくても可

い い た て 福 祉 会 職 員 募

※採用後６か月間は試的任用期間となります。

時間勤務、賞与年２回（有給休暇・退職金制度有）、

144,400 円～ ※経験年数を換算し支給）

パート（時給：資格無 800

扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり

○受付期間及び試験日等について 

午前８時 30

…随時実施（日時・場所等については、受験申し出時に連絡）

※履歴書に必要事項を記入し、面接当日ご持参ください。

社会福祉法人いいたて福祉会（☎

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

/時です。

cm の高さで測定）

10 月

１ｍ

0.33

0.07

0.33

0.24

0.36

 0.37

0.21

0.28

0.15

0.37

0.21

0.32

0.30

0.27

2.25

0.39

0.18

0.48

0.36

0.27

cm の高さで測定）

10

１ｍ

0.24

0.27

 0.14

0.24

0.29

0.20

0.12

0.33

0.23

0.21

0.33

0.21

0.25

0.29

1.95

0.37

0.17

0.22

0.22

0.11

条件資格免許等 

介護福祉士 

資格がなくても可 

調理師 

資格がなくても可 

い い た て 福 祉 会 職 員 募

※採用後６か月間は試的任用期間となります。

時間勤務、賞与年２回（有給休暇・退職金制度有）、

※経験年数を換算し支給）

800 円～ 資格有

扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり

  

30 分～午後５時

…随時実施（日時・場所等については、受験申し出時に連絡）

※履歴書に必要事項を記入し、面接当日ご持参ください。

社会福祉法人いいたて福祉会（☎

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。※は除染

の高さで測定）

月 19 日（晴）

１ｍ １

0.33 0.36

0.07 0.09

0.33 0.34

0.24 0.23

0.36 0.36

0.37 0.34

0.21 0.24

0.28 0.26

0.15 0.15

0.37 0.38

0.21 0.20

0.32 0.23

0.30 0.33

0.27 0.23

2.25 3.02

0.39 0.38

0.18 0.18

0.48 0.55

0.36 0.36

0.27 0.25

の高さで測定）

10 月 19 日

１ｍ １

0.24 0.24

0.27 0.34

0.14 0.17

0.24 0.22

0.29 0.26

0.20 0.18

0.12 0.13

0.33 0.24

0.23 0.20

0.21 0.22

0.33 0.30

0.21 0.20

0.25 0.27

0.29 0.24

1.95 2.24

0.37 0.35

0.17 0.15

0.22 0.21

0.22 0.20

0.11 0.13

 
採用

人員

５名

 ５名

 
２名

い い た て 福 祉 会 職 員 募

※採用後６か月間は試的任用期間となります。

時間勤務、賞与年２回（有給休暇・退職金制度有）、

※経験年数を換算し支給）

資格有 830

扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり

分～午後５時

…随時実施（日時・場所等については、受験申し出時に連絡）

※履歴書に必要事項を記入し、面接当日ご持参ください。

社会福祉法人いいたて福祉会（☎0244-42

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

※は除染未実施分です

の高さで測定） 

日（晴） 10

１cｍ 

0.36 

0.09 

0.34 

0.23 

0.36 

0.34 

0.24 

0.26 

0.15 

0.38 

0.20 

0.23 

0.33 

0.23 

3.02 

0.38 

0.18 

0.55 

0.36 

0.25 

の高さで測定） 

日 

１cm １ｍ

0.24 0.28

0.34 0.23

0.17 0.15

0.22 0.25

0.26 0.29

0.18 0.20

0.13 0.11

0.24 0.33

0.20 0.24

0.22 0.20

0.30 0.28

0.20 0.23

0.27 0.28

0.24 0.22

2.24 2.26

0.35 0.42

0.15 0.20

0.21 0.22

0.20 0.22

0.13 0.13

採用 

人員 
勤務先

５名 

いいたて

ホーム
５名 

２名 

い い た て 福 祉 会 職 員 募

※採用後６か月間は試的任用期間となります。

時間勤務、賞与年２回（有給休暇・退職金制度有）、 

※経験年数を換算し支給）

830 円～）

扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり

分～午後５時 30 分（日曜除く）

…随時実施（日時・場所等については、受験申し出時に連絡）

※履歴書に必要事項を記入し、面接当日ご持参ください。 

42-1700）

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

未実施分です

10月５日（晴

１ｍ 

0.35 

0.09 

0.35 

0.26 

0.38 

0.34 

0.21 

0.33 

0.17 

0.33 

0.19 

0.32 

0.38 

0.25 

2.31 

0.49 

0.20 

0.48 

0.39 

0.27 

10 月 5

１ｍ 

0.28 

0.23 

0.15 

0.25 

0.29 

0.20 

0.11 

0.33 

0.24 

0.20 

0.28 

0.23 

0.28 

0.22 

2.26 

0.42 

0.20 

0.22 

0.22 

0.13 

勤務先 

いいたて

ホーム 

い い た て 福 祉 会 職 員 募 集

※採用後６か月間は試的任用期間となります。 
 社会保険加

※経験年数を換算し支給） 

円～） 

扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり 

分（日曜除く）

…随時実施（日時・場所等については、受験申し出時に連絡）

 

） 

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

未実施分です。 

月５日（晴） 

１cm 

0.39 

0.09 

0.33 

0.22 

0.35 

0.34 

0.22 

0.35 

0.18 

0.30 

0.16 

0.22 

0.49 

0.22 

3.05 

0.42 

0.15 

0.50 

0.34 

0.22 

5 日 

１cm 

0.22 

0.29 

0.18 

0.25 

0.24 

0.18 

0.12 

0.28 

0.19 

0.23 

0.24 

0.21 

0.31 

0.19 

2.38 

0.39 

0.15 

0.19 

0.18 

0.14 

年 

20 歳以

18歳以

集 

社会保険加入 

分（日曜除く） 

…随時実施（日時・場所等については、受験申し出時に連絡） 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 齢 

歳以上 

歳以上 

 

 

≪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

○平成

に帰村を予定している世帯。

≪申請受付期間≫

場合、工事は平成

≪事業概要≫

○16

⇒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。

希望される方へ

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

（16

（前田・八和木、比曽、蕨平行政区

ホッとサロン「て
福島市社会福祉協議会で

として、お茶のみ会や各種イベントを開催しています。ぜひお友達と

誘い合わせ

日

11

（水

11 月

（水）

問福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

村民同士の親睦と情報交換、健康づくりを目的に毎月１回開催してい

ます。お気軽に

11

午前

申込

 お友達、親子で、皆さんの参加をお待ちしています。

○日 

○場 

     

○講 

○料 

     

○人 

○参加費…

○準備物…エプロン、三角巾

申込・問

    

交通事故の損害賠償問題でお困りの方へ
 自動車事故にかかる損害賠償問題の紛争解決

場から無料でお手伝いします。

 弁護士費用は、一切かかりませんので、電話予約をお願いいたします。

○相談時間…月～金曜日

問（

  （☎

  仙台市青葉区一番町

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

に帰村を予定している世帯。

≪申請受付期間≫

場合、工事は平成

≪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。

希望される方へ

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

16 行政区）復興対策課商工労政係（本庁

前田・八和木、比曽、蕨平行政区

ホッとサロン「て
福島市社会福祉協議会で

として、お茶のみ会や各種イベントを開催しています。ぜひお友達と

合わせのうえ

日 時 

11 月８日

（水） 

月22 日

（水） 

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

愉快なしあわせカフェ永井川のお知らせ
村民同士の親睦と情報交換、健康づくりを目的に毎月１回開催してい

ます。お気軽に

日 

11 月 14

午前９時 30

込・問愉快なしあわせカフェ永井川

お友達、親子で、皆さんの参加をお待ちしています。

 時…11

 所…福島市吉井田学習センター

     福島市仁井田字西下川原

 師…田代

 理…ロティ・チャナイ（小麦粉を薄く伸ばして焼いたもの）

     チキンカレー、ヨーグルトサラダ、テ・スス（甘い）

 数…20

○参加費…500

○準備物…エプロン、三角巾

申込・問一般

    申込み

交通事故の損害賠償問題でお困りの方へ
自動車事故にかかる損害賠償問題の紛争解決

場から無料でお手伝いします。

弁護士費用は、一切かかりませんので、電話予約をお願いいたします。

相談時間…月～金曜日

（公益財団法人

（☎022-

仙台市青葉区一番町

飲料水安全確保対策事業

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

となります。

年３月11

に帰村を予定している世帯。

≪申請受付期間≫平成

場合、工事は平成

≪事業概要≫ 

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

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【受付時間】午前９時～午後５時

行政区）復興対策課商工労政係（本庁

前田・八和木、比曽、蕨平行政区

ホッとサロン「て
福島市社会福祉協議会で

として、お茶のみ会や各種イベントを開催しています。ぜひお友達と

のうえ、

午前９時

午前
日 

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

愉快なしあわせカフェ永井川のお知らせ
村民同士の親睦と情報交換、健康づくりを目的に毎月１回開催してい

ます。お気軽にご参加

 時 

14 日（火

30 分～正午

愉快なしあわせカフェ永井川

絶対食べたいマレーシア料理
お友達、親子で、皆さんの参加をお待ちしています。

11 月 26

所…福島市吉井田学習センター

福島市仁井田字西下川原

師…田代 絹代

理…ロティ・チャナイ（小麦粉を薄く伸ばして焼いたもの）

チキンカレー、ヨーグルトサラダ、テ・スス（甘い）

20 人 ※事前にお申込みが必要です。

500 円（当日徴収）

○準備物…エプロン、三角巾

一般社団法人いいたてネットワーク（☎

申込み受付担当

交通事故の損害賠償問題でお困りの方へ
自動車事故にかかる損害賠償問題の紛争解決

場から無料でお手伝いします。

弁護士費用は、一切かかりませんので、電話予約をお願いいたします。

相談時間…月～金曜日

公益財団法人）

-263-7231

仙台市青葉区一番町

飲料水安全確保対策事業

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

となります。 

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。

平成 30

場合、工事は平成 30 年度末まで

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

復興対策課商工労政係

取りがお済でない方は早めにお越しください。

【受付時間】午前９時～午後５時

行政区）復興対策課商工労政係（本庁

前田・八和木、比曽、蕨平行政区

ホッとサロン「て
福島市社会福祉協議会で

として、お茶のみ会や各種イベントを開催しています。ぜひお友達と

、ご参加ください。

時 間 

午前９時 30

～ 

午前11時30

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

愉快なしあわせカフェ永井川のお知らせ
村民同士の親睦と情報交換、健康づくりを目的に毎月１回開催してい

ご参加ください

日（火） 

～正午 

永井川集会所

福島市永井川字古内

愉快なしあわせカフェ永井川

絶対食べたいマレーシア料理
お友達、親子で、皆さんの参加をお待ちしています。

26 日（日）

所…福島市吉井田学習センター

福島市仁井田字西下川原

絹代 さん

理…ロティ・チャナイ（小麦粉を薄く伸ばして焼いたもの）

チキンカレー、ヨーグルトサラダ、テ・スス（甘い）

※事前にお申込みが必要です。

円（当日徴収）

○準備物…エプロン、三角巾

社団法人いいたてネットワーク（☎

受付担当 佐藤

交通事故の損害賠償問題でお困りの方へ
自動車事故にかかる損害賠償問題の紛争解決

場から無料でお手伝いします。

弁護士費用は、一切かかりませんので、電話予約をお願いいたします。

相談時間…月～金曜日 午前９時～午後５時（祝日・年末年始除く）

）交通事故紛争処理センター

7231） 

仙台市青葉区一番町 4

飲料水安全確保対策事業

補助申請及びセシウム除去用給水器配付について
 

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

 

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。 

30 年 3 月

年度末まで

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

復興対策課商工労政係

取りがお済でない方は早めにお越しください。

【受付時間】午前９時～午後５時

行政区）復興対策課商工労政係（本庁

前田・八和木、比曽、蕨平行政区）建設課土木係（

ホッとサロン「て と

福島市社会福祉協議会では、福島市内に避難されている方の

として、お茶のみ会や各種イベントを開催しています。ぜひお友達と

ご参加ください。

 

30 分 

30分 

福島市保健

福祉センター

５階大会議室

福島市森合町

10

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

愉快なしあわせカフェ永井川のお知らせ
村民同士の親睦と情報交換、健康づくりを目的に毎月１回開催してい

ください。

永井川集会所

福島市永井川字古内

愉快なしあわせカフェ永井川

絶対食べたいマレーシア料理
お友達、親子で、皆さんの参加をお待ちしています。

日（日） 午前

所…福島市吉井田学習センター

福島市仁井田字西下川原

さん 郡山健康科学専門学校

理…ロティ・チャナイ（小麦粉を薄く伸ばして焼いたもの）

チキンカレー、ヨーグルトサラダ、テ・スス（甘い）

※事前にお申込みが必要です。

円（当日徴収） 

○準備物…エプロン、三角巾 

社団法人いいたてネットワーク（☎

佐藤 

交通事故の損害賠償問題でお困りの方へ
自動車事故にかかる損害賠償問題の紛争解決

場から無料でお手伝いします。 

弁護士費用は、一切かかりませんので、電話予約をお願いいたします。

午前９時～午後５時（祝日・年末年始除く）

交通事故紛争処理センター

4-6-1 仙台第一生命タワービルディング

飲料水安全確保対策事業(井戸掘削・簡易水道接続

補助申請及びセシウム除去用給水器配付について

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

日の事故発生時に飯舘村に住んでいた世帯で速やか

 

月 31 日まで（

年度末まで行うことができます。）

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

復興対策課商工労政係

取りがお済でない方は早めにお越しください。

【受付時間】午前９時～午後５時

行政区）復興対策課商工労政係（本庁

建設課土木係（

と て」の開 催 につい
は、福島市内に避難されている方の

として、お茶のみ会や各種イベントを開催しています。ぜひお友達と

ご参加ください。 

会 場

福島市保健

福祉センター

５階大会議室

福島市森合町

10-1 

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

愉快なしあわせカフェ永井川のお知らせ
村民同士の親睦と情報交換、健康づくりを目的に毎月１回開催してい

。  

集 合 

永井川集会所 

福島市永井川字古内

愉快なしあわせカフェ永井川 佐藤俊雄

絶対食べたいマレーシア料理
お友達、親子で、皆さんの参加をお待ちしています。

午前 10 時～午後１時

所…福島市吉井田学習センター 調理室

福島市仁井田字西下川原 1-1 

郡山健康科学専門学校

理…ロティ・チャナイ（小麦粉を薄く伸ばして焼いたもの）

チキンカレー、ヨーグルトサラダ、テ・スス（甘い）

※事前にお申込みが必要です。

社団法人いいたてネットワーク（☎

交通事故の損害賠償問題でお困りの方へ
自動車事故にかかる損害賠償問題の紛争解決

 

弁護士費用は、一切かかりませんので、電話予約をお願いいたします。

午前９時～午後５時（祝日・年末年始除く）

交通事故紛争処理センター

仙台第一生命タワービルディング

井戸掘削・簡易水道接続

補助申請及びセシウム除去用給水器配付について

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

日の事故発生時に飯舘村に住んでいた世帯で速やか

日まで（※受付期間中に申請された

行うことができます。）

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。

⇒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

復興対策課商工労政係で配付しておりますので、

取りがお済でない方は早めにお越しください。 

【受付時間】午前９時～午後５時

行政区）復興対策課商工労政係（本庁☎0244

建設課土木係（本庁

て」の開 催 につい
は、福島市内に避難されている方の

として、お茶のみ会や各種イベントを開催しています。ぜひお友達と

場 

福島市保健 

福祉センター 

５階大会議室 

福島市森合町

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

愉快なしあわせカフェ永井川のお知らせ
村民同士の親睦と情報交換、健康づくりを目的に毎月１回開催してい

 場 所 

福島市永井川字古内９

佐藤俊雄

絶対食べたいマレーシア料理
お友達、親子で、皆さんの参加をお待ちしています。

時～午後１時

調理室 

 

郡山健康科学専門学校

理…ロティ・チャナイ（小麦粉を薄く伸ばして焼いたもの）

チキンカレー、ヨーグルトサラダ、テ・スス（甘い）

※事前にお申込みが必要です。

社団法人いいたてネットワーク（☎

交通事故の損害賠償問題でお困りの方へ
自動車事故にかかる損害賠償問題の紛争解決を弁護士が中立公正な立

弁護士費用は、一切かかりませんので、電話予約をお願いいたします。

午前９時～午後５時（祝日・年末年始除く）

交通事故紛争処理センター

仙台第一生命タワービルディング

井戸掘削・簡易水道接続

補助申請及びセシウム除去用給水器配付について

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

日の事故発生時に飯舘村に住んでいた世帯で速やか

受付期間中に申請された

行うことができます。）

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。 

⇒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 

で配付しておりますので、

【受付時間】午前９時～午後５時(土・日・祝日

0244-42-

本庁☎0244

て」の開 催 につい
は、福島市内に避難されている方の

として、お茶のみ会や各種イベントを開催しています。ぜひお友達と

内 

料理教室

クリスマスの

生花アレンジ

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎024

愉快なしあわせカフェ永井川のお知らせ
村民同士の親睦と情報交換、健康づくりを目的に毎月１回開催してい

 

９-２ 

佐藤俊雄（☎090

絶対食べたいマレーシア料理
お友達、親子で、皆さんの参加をお待ちしています。

時～午後１時 30 分

 

郡山健康科学専門学校 作業療法学科

理…ロティ・チャナイ（小麦粉を薄く伸ばして焼いたもの）

チキンカレー、ヨーグルトサラダ、テ・スス（甘い）

※事前にお申込みが必要です。 

社団法人いいたてネットワーク（☎070-2433

交通事故の損害賠償問題でお困りの方へ
を弁護士が中立公正な立

弁護士費用は、一切かかりませんので、電話予約をお願いいたします。

午前９時～午後５時（祝日・年末年始除く）

交通事故紛争処理センター 仙台支部

仙台第一生命タワービルディング

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

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

日の事故発生時に飯舘村に住んでいた世帯で速やか

受付期間中に申請された

行うことができます。） 

⇒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。

 

で配付しておりますので、

土・日・祝日

-1620） 

0244-42-1624

て」の開 催 につい
は、福島市内に避難されている方の

として、お茶のみ会や各種イベントを開催しています。ぜひお友達と

 容 

料理教室 

クリスマスの 

生花アレンジ 

024-533-88

愉快なしあわせカフェ永井川のお知らせ
村民同士の親睦と情報交換、健康づくりを目的に毎月１回開催してい

芋煮会

090-4885

絶対食べたいマレーシア料理 
お友達、親子で、皆さんの参加をお待ちしています。 

分 

作業療法学科

理…ロティ・チャナイ（小麦粉を薄く伸ばして焼いたもの）

チキンカレー、ヨーグルトサラダ、テ・スス（甘い）

2433-7703

交通事故の損害賠償問題でお困りの方へ
を弁護士が中立公正な立

弁護士費用は、一切かかりませんので、電話予約をお願いいたします。

午前９時～午後５時（祝日・年末年始除く）

仙台支部 

仙台第一生命タワービルディング

補助申請及びセシウム除去用給水器配付について 

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

日の事故発生時に飯舘村に住んでいた世帯で速やか

受付期間中に申請された

⇒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。 

で配付しておりますので、受け

土・日・祝日除く) 

 

1624） 

て」の開 催 について
は、福島市内に避難されている方の憩いの

として、お茶のみ会や各種イベントを開催しています。ぜひお友達と

参加費

無料

 

 
1,000

8881） 

愉快なしあわせカフェ永井川のお知らせ 

村民同士の親睦と情報交換、健康づくりを目的に毎月１回開催してい

内 容 

芋煮会 

4885-9266）

作業療法学科 教員

理…ロティ・チャナイ（小麦粉を薄く伸ばして焼いたもの） 

チキンカレー、ヨーグルトサラダ、テ・スス（甘い） 

7703） 

交通事故の損害賠償問題でお困りの方へ 
を弁護士が中立公正な立

弁護士費用は、一切かかりませんので、電話予約をお願いいたします。

午前９時～午後５時（祝日・年末年始除く）

仙台第一生命タワービルディング11

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

日の事故発生時に飯舘村に住んでいた世帯で速やか

受付期間中に申請された

 

受け

 

 

て 
憩いの場

として、お茶のみ会や各種イベントを開催しています。ぜひお友達とお

参加費 

無料 

1,000 円 

 

村民同士の親睦と情報交換、健康づくりを目的に毎月１回開催してい

 

 

） 

教員 

 

を弁護士が中立公正な立

弁護士費用は、一切かかりませんので、電話予約をお願いいたします。 

午前９時～午後５時（祝日・年末年始除く） 

11階 


