
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                          

発電（株）」では、

力発電所の増設工事を行っています。

ルールを守り、安全に

まにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

○

○大型車両の通行量が増加する期間

○特に大型車両の通行量が増加する道路区間

県道原町川俣線・臼石小学校周辺～大火山～上飯樋地区周辺～国道

 

問

総務課企画係

病気です。この病気は、

人に１人

言われ、肝炎ウイルスに感染しても、ほとんどの場合自覚症状がありま

せん。知らない間に病状が進行し、気づいた時には肝硬変や肝がんなど

命にかかわる病気になっています。

肝炎です。

とができます。ぜひ早めに肝炎ウイルス検査を受けましょう。

○実施期間…

○実施場所…村が指定した福島市内、伊達方部、相双方部の医療機関

＊対象者には４月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医

療機関での検診案内を同封しています。

○対

○

○申し込み方法…必ず事前に医療機関に予約をしてください。

問

○個人負担による新タブレットの配布について

 

してい

※新タブレットの利用に係る経費は全額個人負担（約

予定です。

○現在配布しているタブレットにつきましては、

全て

てお知らせ

問

                          

いいたてまでいな風力発電所建設工事に

村と東光電気工事

発電（株）」では、

力発電所の増設工事を行っています。

下記の工事期間中は、大型車両の通行が増加します

ルールを守り、安全に

まにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

○風力発電

○大型車両の通行量が増加する期間

○特に大型車両の通行量が増加する道路区間

県道原町川俣線・臼石小学校周辺～大火山～上飯樋地区周辺～国道

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問いいたてまでいな再エネ発電（株）・東光電気工事（株

総務課企画係

肝炎ウイルス検査は受けましたか？

ウイルス性肝炎は、肝炎ウイルスに感染し、肝臓の細胞が壊れていく

病気です。この病気は、

人に１人

言われ、肝炎ウイルスに感染しても、ほとんどの場合自覚症状がありま

せん。知らない間に病状が進行し、気づいた時には肝硬変や肝がんなど

命にかかわる病気になっています。

肝炎です。

肝炎は、早期に発見し、早期に治療すれば重い病気になるのを防ぐこ

とができます。ぜひ早めに肝炎ウイルス検査を受けましょう。

○実施期間…

○実施場所…村が指定した福島市内、伊達方部、相双方部の医療機関

＊対象者には４月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医

療機関での検診案内を同封しています。

○対 象 

○自己負担金

○申し込み方法…必ず事前に医療機関に予約をしてください。

問健康福祉課健康係

村が、配布しているタブレット事業につ

○個人負担による新タブレットの配布について

 現在お

しています。配布の時期、詳細については、改めてお知らせします。

※新タブレットの利用に係る経費は全額個人負担（約

予定です。

○現在配布しているタブレットにつきましては、

全て終了させていただきます

てお知らせ

問総務課企画係

至 

いいたてクリニックの診療日時

                          

いいたてまでいな風力発電所建設工事に

伴う大型車両の増加について
村と東光電気工事

発電（株）」では、

力発電所の増設工事を行っています。

下記の工事期間中は、大型車両の通行が増加します

ルールを守り、安全に

まにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

風力発電工事期間…６月下旬～

○大型車両の通行量が増加する期間

○特に大型車両の通行量が増加する道路区間

県道原町川俣線・臼石小学校周辺～大火山～上飯樋地区周辺～国道

いいたてまでいな再エネ発電（株）・東光電気工事（株

総務課企画係（本庁

肝炎ウイルス検査は受けましたか？
～７月

ウイルス性肝炎は、肝炎ウイルスに感染し、肝臓の細胞が壊れていく

病気です。この病気は、

人に１人が感染していると推計されています。肝臓は

言われ、肝炎ウイルスに感染しても、ほとんどの場合自覚症状がありま

せん。知らない間に病状が進行し、気づいた時には肝硬変や肝がんなど

命にかかわる病気になっています。

肝炎です。 

肝炎は、早期に発見し、早期に治療すれば重い病気になるのを防ぐこ

とができます。ぜひ早めに肝炎ウイルス検査を受けましょう。

○実施期間…平成３０年７月２日～９月

○実施場所…村が指定した福島市内、伊達方部、相双方部の医療機関

＊対象者には４月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医

療機関での検診案内を同封しています。

 者…平成

自己負担金…なし

○申し込み方法…必ず事前に医療機関に予約をしてください。

健康福祉課健康係

村が、配布しているタブレット事業につ

○個人負担による新タブレットの配布について

現在お配りしているタブレットに代わる、新タブレットの配布を検討

ます。配布の時期、詳細については、改めてお知らせします。

※新タブレットの利用に係る経費は全額個人負担（約

予定です。 

○現在配布しているタブレットにつきましては、

終了させていただきます

てお知らせします。

総務課企画係（

風車予定地

 川俣町 

いいたてクリニックの診療日時

                          

いいたてまでいな風力発電所建設工事に

伴う大型車両の増加について
村と東光電気工事(株

発電（株）」では、いいたてまでいな太陽光発電所（大火山地内）に風

力発電所の増設工事を行っています。

下記の工事期間中は、大型車両の通行が増加します

ルールを守り、安全に運行

まにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

工事期間…６月下旬～

○大型車両の通行量が増加する期間

○特に大型車両の通行量が増加する道路区間

県道原町川俣線・臼石小学校周辺～大火山～上飯樋地区周辺～国道

いいたてまでいな再エネ発電（株）・東光電気工事（株

本庁☎02

肝炎ウイルス検査は受けましたか？
～７月 28

ウイルス性肝炎は、肝炎ウイルスに感染し、肝臓の細胞が壊れていく

病気です。この病気は、

が感染していると推計されています。肝臓は

言われ、肝炎ウイルスに感染しても、ほとんどの場合自覚症状がありま

せん。知らない間に病状が進行し、気づいた時には肝硬変や肝がんなど

命にかかわる病気になっています。

肝炎は、早期に発見し、早期に治療すれば重い病気になるのを防ぐこ

とができます。ぜひ早めに肝炎ウイルス検査を受けましょう。

平成３０年７月２日～９月

○実施場所…村が指定した福島市内、伊達方部、相双方部の医療機関

＊対象者には４月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医

療機関での検診案内を同封しています。

者…平成 30 年度に

なし 

○申し込み方法…必ず事前に医療機関に予約をしてください。

健康福祉課健康係(いちばん館内☎

タブレット事業
村が、配布しているタブレット事業につ

○個人負担による新タブレットの配布について

配りしているタブレットに代わる、新タブレットの配布を検討

ます。配布の時期、詳細については、改めてお知らせします。

※新タブレットの利用に係る経費は全額個人負担（約

○現在配布しているタブレットにつきましては、

終了させていただきます

します。 

（本庁☎

風車予定地 

二枚橋郵便局

いいたてクリニックの診療日時

                          

いいたてまでいな風力発電所建設工事に

伴う大型車両の増加について
株)が共同出資している「いいたてまでいな再エネ

いいたてまでいな太陽光発電所（大火山地内）に風

力発電所の増設工事を行っています。

下記の工事期間中は、大型車両の通行が増加します

運行・作業を進めてまいりますので、

まにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

工事期間…６月下旬～

○大型車両の通行量が増加する期間

○特に大型車両の通行量が増加する道路区間

県道原町川俣線・臼石小学校周辺～大火山～上飯樋地区周辺～国道

いいたてまでいな再エネ発電（株）・東光電気工事（株

0244-42

肝炎ウイルス検査は受けましたか？
28 日は、日本肝炎デーです～

ウイルス性肝炎は、肝炎ウイルスに感染し、肝臓の細胞が壊れていく

病気です。この病気は、国内最大級の感染症

が感染していると推計されています。肝臓は

言われ、肝炎ウイルスに感染しても、ほとんどの場合自覚症状がありま

せん。知らない間に病状が進行し、気づいた時には肝硬変や肝がんなど

命にかかわる病気になっています。

肝炎は、早期に発見し、早期に治療すれば重い病気になるのを防ぐこ

とができます。ぜひ早めに肝炎ウイルス検査を受けましょう。

平成３０年７月２日～９月

○実施場所…村が指定した福島市内、伊達方部、相双方部の医療機関

＊対象者には４月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医

療機関での検診案内を同封しています。

年度に 40

○申し込み方法…必ず事前に医療機関に予約をしてください。

いちばん館内☎

タブレット事業
村が、配布しているタブレット事業につ

○個人負担による新タブレットの配布について

配りしているタブレットに代わる、新タブレットの配布を検討

ます。配布の時期、詳細については、改めてお知らせします。

※新タブレットの利用に係る経費は全額個人負担（約

○現在配布しているタブレットにつきましては、

終了させていただきます。事業終了の時期

☎0244-

大火山

二枚橋郵便局 

いいたてクリニックの診療日時

                          

いいたてまでいな風力発電所建設工事に

伴う大型車両の増加について
が共同出資している「いいたてまでいな再エネ

いいたてまでいな太陽光発電所（大火山地内）に風

力発電所の増設工事を行っています。

下記の工事期間中は、大型車両の通行が増加します

作業を進めてまいりますので、

まにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

工事期間…６月下旬～平成

○大型車両の通行量が増加する期間…６月下旬～

○特に大型車両の通行量が増加する道路区間

県道原町川俣線・臼石小学校周辺～大火山～上飯樋地区周辺～国道

いいたてまでいな再エネ発電（株）・東光電気工事（株

42-1613）

肝炎ウイルス検査は受けましたか？
日は、日本肝炎デーです～

ウイルス性肝炎は、肝炎ウイルスに感染し、肝臓の細胞が壊れていく

国内最大級の感染症

が感染していると推計されています。肝臓は

言われ、肝炎ウイルスに感染しても、ほとんどの場合自覚症状がありま

せん。知らない間に病状が進行し、気づいた時には肝硬変や肝がんなど

命にかかわる病気になっています。肝がんの原因の約

肝炎は、早期に発見し、早期に治療すれば重い病気になるのを防ぐこ

とができます。ぜひ早めに肝炎ウイルス検査を受けましょう。

平成３０年７月２日～９月

○実施場所…村が指定した福島市内、伊達方部、相双方部の医療機関

＊対象者には４月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医

療機関での検診案内を同封しています。

40 歳になる方

○申し込み方法…必ず事前に医療機関に予約をしてください。

いちばん館内☎0244

タブレット事業
村が、配布しているタブレット事業につ

○個人負担による新タブレットの配布について

配りしているタブレットに代わる、新タブレットの配布を検討

ます。配布の時期、詳細については、改めてお知らせします。

※新タブレットの利用に係る経費は全額個人負担（約

○現在配布しているタブレットにつきましては、

。事業終了の時期

-42-1613

大火山 

いいたてクリニックの診療日時 毎週火・木曜日

                          第 89

いいたてまでいな風力発電所建設工事に

伴う大型車両の増加について
が共同出資している「いいたてまでいな再エネ

いいたてまでいな太陽光発電所（大火山地内）に風

力発電所の増設工事を行っています。 

下記の工事期間中は、大型車両の通行が増加します

作業を進めてまいりますので、

まにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

平成 31 年３

６月下旬～

○特に大型車両の通行量が増加する道路区間

県道原町川俣線・臼石小学校周辺～大火山～上飯樋地区周辺～国道

いいたてまでいな再エネ発電（株）・東光電気工事（株

） 

肝炎ウイルス検査は受けましたか？
日は、日本肝炎デーです～

ウイルス性肝炎は、肝炎ウイルスに感染し、肝臓の細胞が壊れていく

国内最大級の感染症

が感染していると推計されています。肝臓は

言われ、肝炎ウイルスに感染しても、ほとんどの場合自覚症状がありま

せん。知らない間に病状が進行し、気づいた時には肝硬変や肝がんなど

肝がんの原因の約

肝炎は、早期に発見し、早期に治療すれば重い病気になるのを防ぐこ

とができます。ぜひ早めに肝炎ウイルス検査を受けましょう。

平成３０年７月２日～９月 29 日 

○実施場所…村が指定した福島市内、伊達方部、相双方部の医療機関

＊対象者には４月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医

療機関での検診案内を同封しています。 

歳になる方 

○申し込み方法…必ず事前に医療機関に予約をしてください。

0244-42

タブレット事業のお知らせ
村が、配布しているタブレット事業について、

○個人負担による新タブレットの配布について

配りしているタブレットに代わる、新タブレットの配布を検討

ます。配布の時期、詳細については、改めてお知らせします。

※新タブレットの利用に係る経費は全額個人負担（約

○現在配布しているタブレットにつきましては、

。事業終了の時期

1613） 

臼石小学校

毎週火・木曜日

95 号 平成

いいたてまでいな風力発電所建設工事に

伴う大型車両の増加について
が共同出資している「いいたてまでいな再エネ

いいたてまでいな太陽光発電所（大火山地内）に風

下記の工事期間中は、大型車両の通行が増加します

作業を進めてまいりますので、

まにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

年３月下旬

６月下旬～12 月下旬

○特に大型車両の通行量が増加する道路区間 

県道原町川俣線・臼石小学校周辺～大火山～上飯樋地区周辺～国道

いいたてまでいな再エネ発電（株）・東光電気工事（株）（☎0244

肝炎ウイルス検査は受けましたか？
日は、日本肝炎デーです～

ウイルス性肝炎は、肝炎ウイルスに感染し、肝臓の細胞が壊れていく

国内最大級の感染症と言われ、

が感染していると推計されています。肝臓は

言われ、肝炎ウイルスに感染しても、ほとんどの場合自覚症状がありま

せん。知らない間に病状が進行し、気づいた時には肝硬変や肝がんなど

肝がんの原因の約

肝炎は、早期に発見し、早期に治療すれば重い病気になるのを防ぐこ

とができます。ぜひ早めに肝炎ウイルス検査を受けましょう。

 

○実施場所…村が指定した福島市内、伊達方部、相双方部の医療機関

＊対象者には４月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医

○申し込み方法…必ず事前に医療機関に予約をしてください。

42-1638）

のお知らせ
いて、お知らせします。

○個人負担による新タブレットの配布について 

配りしているタブレットに代わる、新タブレットの配布を検討

ます。配布の時期、詳細については、改めてお知らせします。

※新タブレットの利用に係る経費は全額個人負担（約 2,000

○現在配布しているタブレットにつきましては、今年の秋ごろを目安に

。事業終了の時期が決まりましたら

ローソン 

学校 

ニュートラック

いいたて 

毎週火・木曜日

平成 30

いいたてまでいな風力発電所建設工事に

伴う大型車両の増加について
が共同出資している「いいたてまでいな再エネ

いいたてまでいな太陽光発電所（大火山地内）に風

下記の工事期間中は、大型車両の通行が増加します。期間中は、

作業を進めてまいりますので、

まにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

月下旬 

月下旬 

県道原町川俣線・臼石小学校周辺～大火山～上飯樋地区周辺～国道

0244-32

肝炎ウイルス検査は受けましたか？
日は、日本肝炎デーです～

ウイルス性肝炎は、肝炎ウイルスに感染し、肝臓の細胞が壊れていく

と言われ、日本人の約

が感染していると推計されています。肝臓は「沈黙の臓器」

言われ、肝炎ウイルスに感染しても、ほとんどの場合自覚症状がありま

せん。知らない間に病状が進行し、気づいた時には肝硬変や肝がんなど

肝がんの原因の約 80％がウイルス性

肝炎は、早期に発見し、早期に治療すれば重い病気になるのを防ぐこ

とができます。ぜひ早めに肝炎ウイルス検査を受けましょう。

○実施場所…村が指定した福島市内、伊達方部、相双方部の医療機関

＊対象者には４月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医

○申し込み方法…必ず事前に医療機関に予約をしてください。

） 

のお知らせ 
お知らせします。

配りしているタブレットに代わる、新タブレットの配布を検討

ます。配布の時期、詳細については、改めてお知らせします。

2,000 円／月）となる

今年の秋ごろを目安に

が決まりましたら

 

ニュートラック 

 

至南相馬市

毎週火・木曜日 午前９時～正午（受付は午前８時

30 年７月

いいたてまでいな風力発電所建設工事に

伴う大型車両の増加について 
が共同出資している「いいたてまでいな再エネ

いいたてまでいな太陽光発電所（大火山地内）に風

期間中は、

作業を進めてまいりますので、周辺の皆さ

まにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
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32-1828）

肝炎ウイルス検査は受けましたか？ 
日は、日本肝炎デーです～ 

ウイルス性肝炎は、肝炎ウイルスに感染し、肝臓の細胞が壊れていく

日本人の約

「沈黙の臓器」

言われ、肝炎ウイルスに感染しても、ほとんどの場合自覚症状がありま

せん。知らない間に病状が進行し、気づいた時には肝硬変や肝がんなど

％がウイルス性

肝炎は、早期に発見し、早期に治療すれば重い病気になるのを防ぐこ

とができます。ぜひ早めに肝炎ウイルス検査を受けましょう。 

○実施場所…村が指定した福島市内、伊達方部、相双方部の医療機関

＊対象者には４月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医

○申し込み方法…必ず事前に医療機関に予約をしてください。 

お知らせします。

配りしているタブレットに代わる、新タブレットの配布を検討

ます。配布の時期、詳細については、改めてお知らせします。

円／月）となる

今年の秋ごろを目安に

が決まりましたら、改め

至南相馬市 

午前９時～正午（受付は午前８時

月５日 

いいたてまでいな風力発電所建設工事に 

が共同出資している「いいたてまでいな再エネ

いいたてまでいな太陽光発電所（大火山地内）に風

期間中は、交通

周辺の皆さ

まにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

399 号線

） 

ウイルス性肝炎は、肝炎ウイルスに感染し、肝臓の細胞が壊れていく

日本人の約 100

「沈黙の臓器」と

言われ、肝炎ウイルスに感染しても、ほとんどの場合自覚症状がありま

せん。知らない間に病状が進行し、気づいた時には肝硬変や肝がんなど

％がウイルス性

肝炎は、早期に発見し、早期に治療すれば重い病気になるのを防ぐこ

○実施場所…村が指定した福島市内、伊達方部、相双方部の医療機関 

＊対象者には４月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医

お知らせします。 

配りしているタブレットに代わる、新タブレットの配布を検討

ます。配布の時期、詳細については、改めてお知らせします。 

円／月）となる

今年の秋ごろを目安に

、改め

 

午前９時～正午（受付は午前８時

 村では、被災家屋解体の申請受付は終了していますが、下記の方を

対象に被災家屋の解体に関する相談窓口を開設します。

○相談窓口

８月１日（水）～

○相談場所…村役場１階

○相談対象者

・震災時、村に住所がなく解体に関する情報が届かなかった方

・身体の障害や病院・施設等に入院・入所されていた方

・環境省の解体事業に一度も申請していない方

問建設課土木係（本庁☎

 

線  

  

 ４月からプレオープンしていたスポーツ公園がいよいよグランドオ

ープンを迎えます。オープニングイベントとして、式典、ゲストと一緒

にみんなで走り初め、記念植樹、プロ野球

ベントを開催します。

屋台も出ますので、ご家族みんなでいらしてください

号のお知らせ版に同封するチラシをご覧ください。

○日 

○場 

問生涯学習課

 村では、陶芸教室を開催します。陶芸と聞くと「電動ろくろ」が思い

浮かぶ

「手びねり」で行います。

ことができますので、ぜひご参加ください

○日 

○場 

     

○参加費…ひとり

○定 

○準備物…

○申込方法

日（火）まで

問生涯学習課

いいたて村の道の駅までい館

あそぼう！つくろう！ダンボールパーク」を開催します。

ダンボールクラフトキットでオリジナル作品を作ったり、ダンボール

の巨大迷路で遊んだりできます。たくさんの子どもたちのお越しをお待

ちしています。イベント内容等詳しくは同封チラシをご覧ください。

○日 

○会 

問までい館

県では、「ぶつかるよ

に、７月

民総ぐるみ運動を実施します。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

 県では、

○対象…平成

○募集期間…

○募集戸数…福島市、二本松市、川俣町等の計

※詳しくは、同封したチラシをごらんください。

申込・問

午前９時～正午（受付は午前８時

 被災家屋解体の相談窓口を設置します
村では、被災家屋解体の申請受付は終了していますが、下記の方を

対象に被災家屋の解体に関する相談窓口を開設します。

○相談窓口

８月１日（水）～

○相談場所…村役場１階

○相談対象者

・震災時、村に住所がなく解体に関する情報が届かなかった方

・身体の障害や病院・施設等に入院・入所されていた方

・環境省の解体事業に一度も申請していない方

建設課土木係（本庁☎

スポーツ公園オープニングイベント
４月からプレオープンしていたスポーツ公園がいよいよグランドオ

ープンを迎えます。オープニングイベントとして、式典、ゲストと一緒

にみんなで走り初め、記念植樹、プロ野球

ベントを開催します。

屋台も出ますので、ご家族みんなでいらしてください

号のお知らせ版に同封するチラシをご覧ください。

 時…８月１２日（日）

 所…いいたてスポーツ公園

生涯学習課

村では、陶芸教室を開催します。陶芸と聞くと「電動ろくろ」が思い

浮かぶかと思いますが、今回は

「手びねり」で行います。

ことができますので、ぜひご参加ください

 時…８月４日

 所…陶芸スタジオ

     〒

○参加費…ひとり

 員…15

○準備物…エプロン

申込方法…同封したチラシに記入の上、

日（火）までに生涯学習課へお申込みください。

生涯学習課

道の駅までい館
いいたて村の道の駅までい館

あそぼう！つくろう！ダンボールパーク」を開催します。

ダンボールクラフトキットでオリジナル作品を作ったり、ダンボール

の巨大迷路で遊んだりできます。たくさんの子どもたちのお越しをお待

ちしています。イベント内容等詳しくは同封チラシをご覧ください。

 時…７

 場…いいたて村の道の駅

までい館 

夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動
県では、「ぶつかるよ

７月 16

民総ぐるみ運動を実施します。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

県復興公営住宅の入居者募集中！
県では、復興公営住宅の入居者を募集しています。

○対象…平成

○募集期間…

○募集戸数…福島市、二本松市、川俣町等の計

※詳しくは、同封したチラシをごらんください。

申込・問福島県復興公営住宅入居支援センター（☎

午前９時～正午（受付は午前８時

被災家屋解体の相談窓口を設置します
村では、被災家屋解体の申請受付は終了していますが、下記の方を

対象に被災家屋の解体に関する相談窓口を開設します。

○相談窓口 開所日時

８月１日（水）～31

○相談場所…村役場１階

○相談対象者 

・震災時、村に住所がなく解体に関する情報が届かなかった方

・身体の障害や病院・施設等に入院・入所されていた方

・環境省の解体事業に一度も申請していない方

建設課土木係（本庁☎

スポーツ公園オープニングイベント
４月からプレオープンしていたスポーツ公園がいよいよグランドオ

ープンを迎えます。オープニングイベントとして、式典、ゲストと一緒

にみんなで走り初め、記念植樹、プロ野球

ベントを開催します。

屋台も出ますので、ご家族みんなでいらしてください

号のお知らせ版に同封するチラシをご覧ください。

８月１２日（日）

いいたてスポーツ公園

生涯学習課（スポーツ公園管理棟

「陶芸教室」参加者募集
村では、陶芸教室を開催します。陶芸と聞くと「電動ろくろ」が思い

かと思いますが、今回は

「手びねり」で行います。

ことができますので、ぜひご参加ください

８月４日

陶芸スタジオ

〒960-1409

○参加費…ひとり 3,000

15 名（親子での参加も

エプロン

同封したチラシに記入の上、

に生涯学習課へお申込みください。

生涯学習課 (交流センターふれ愛館

道の駅までい館
いいたて村の道の駅までい館

あそぼう！つくろう！ダンボールパーク」を開催します。

ダンボールクラフトキットでオリジナル作品を作ったり、ダンボール

の巨大迷路で遊んだりできます。たくさんの子どもたちのお越しをお待

ちしています。イベント内容等詳しくは同封チラシをご覧ください。

７月 21

場…いいたて村の道の駅

 子ども向けイベント実行委員会事務局

夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動
県では、「ぶつかるよ

16 日(月)

民総ぐるみ運動を実施します。交通ルールを守り、交通事故防止に努め

 

住民課住民係（本庁

県復興公営住宅の入居者募集中！
復興公営住宅の入居者を募集しています。

○対象…平成 23 年３月

○募集期間…７月 13

○募集戸数…福島市、二本松市、川俣町等の計

※詳しくは、同封したチラシをごらんください。

福島県復興公営住宅入居支援センター（☎

午前９時～正午（受付は午前８時 30 分～午前

被災家屋解体の相談窓口を設置します
村では、被災家屋解体の申請受付は終了していますが、下記の方を

対象に被災家屋の解体に関する相談窓口を開設します。

開所日時 

31 日（金）

○相談場所…村役場１階

・震災時、村に住所がなく解体に関する情報が届かなかった方

・身体の障害や病院・施設等に入院・入所されていた方

・環境省の解体事業に一度も申請していない方

建設課土木係（本庁☎

スポーツ公園オープニングイベント
４月からプレオープンしていたスポーツ公園がいよいよグランドオ

ープンを迎えます。オープニングイベントとして、式典、ゲストと一緒

にみんなで走り初め、記念植樹、プロ野球

ベントを開催します。 

屋台も出ますので、ご家族みんなでいらしてください

号のお知らせ版に同封するチラシをご覧ください。

８月１２日（日） 

いいたてスポーツ公園

スポーツ公園管理棟

「陶芸教室」参加者募集
村では、陶芸教室を開催します。陶芸と聞くと「電動ろくろ」が思い

かと思いますが、今回は

「手びねり」で行います。

ことができますので、ぜひご参加ください

８月４日(土) 

陶芸スタジオ 

1409 川俣町秋山字鳥井戸

3,000 円

名（親子での参加も

エプロン 

同封したチラシに記入の上、

に生涯学習課へお申込みください。

交流センターふれ愛館

道の駅までい館
いいたて村の道の駅までい館

あそぼう！つくろう！ダンボールパーク」を開催します。

ダンボールクラフトキットでオリジナル作品を作ったり、ダンボール

の巨大迷路で遊んだりできます。たくさんの子どもたちのお越しをお待

ちしています。イベント内容等詳しくは同封チラシをご覧ください。

21 日（土） 

場…いいたて村の道の駅

子ども向けイベント実行委員会事務局

夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動
県では、「ぶつかるよ ながら運転

)から 25

民総ぐるみ運動を実施します。交通ルールを守り、交通事故防止に努め

本庁☎0244

県復興公営住宅の入居者募集中！
復興公営住宅の入居者を募集しています。

年３月 11

13 日（金）まで

○募集戸数…福島市、二本松市、川俣町等の計

※詳しくは、同封したチラシをごらんください。

福島県復興公営住宅入居支援センター（☎

分～午前 11

被災家屋解体の相談窓口を設置します
村では、被災家屋解体の申請受付は終了していますが、下記の方を

対象に被災家屋の解体に関する相談窓口を開設します。

日（金）期間中の

○相談場所…村役場１階 復興対策課内

・震災時、村に住所がなく解体に関する情報が届かなかった方

・身体の障害や病院・施設等に入院・入所されていた方

・環境省の解体事業に一度も申請していない方

建設課土木係（本庁☎0244-42

スポーツ公園オープニングイベント
４月からプレオープンしていたスポーツ公園がいよいよグランドオ

ープンを迎えます。オープニングイベントとして、式典、ゲストと一緒

にみんなで走り初め、記念植樹、プロ野球

屋台も出ますので、ご家族みんなでいらしてください

号のお知らせ版に同封するチラシをご覧ください。

 午前９時

いいたてスポーツ公園

スポーツ公園管理棟

「陶芸教室」参加者募集
村では、陶芸教室を開催します。陶芸と聞くと「電動ろくろ」が思い

かと思いますが、今回はテーブルの上で粘土を手でこねて作る

「手びねり」で行います。粘土遊びのような感覚で、自由に作品を作る

ことができますので、ぜひご参加ください

 午前 10

 ル・ポット（川俣町）※現地集合・解散

川俣町秋山字鳥井戸

円 (材料費

名（親子での参加も

同封したチラシに記入の上、

に生涯学習課へお申込みください。

交流センターふれ愛館

道の駅までい館 
いいたて村の道の駅までい館では、

あそぼう！つくろう！ダンボールパーク」を開催します。

ダンボールクラフトキットでオリジナル作品を作ったり、ダンボール

の巨大迷路で遊んだりできます。たくさんの子どもたちのお越しをお待

ちしています。イベント内容等詳しくは同封チラシをご覧ください。

 午前 10

場…いいたて村の道の駅 までい館

子ども向けイベント実行委員会事務局

夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動
ながら運転

25 日(水)

民総ぐるみ運動を実施します。交通ルールを守り、交通事故防止に努め

0244-42-

県復興公営住宅の入居者募集中！
復興公営住宅の入居者を募集しています。

11 日時点で村に住んでいた方

日（金）まで 

○募集戸数…福島市、二本松市、川俣町等の計

※詳しくは、同封したチラシをごらんください。

福島県復興公営住宅入居支援センター（☎

11 時 30

被災家屋解体の相談窓口を設置します
村では、被災家屋解体の申請受付は終了していますが、下記の方を

対象に被災家屋の解体に関する相談窓口を開設します。

期間中の毎週火・木曜日

復興対策課内

・震災時、村に住所がなく解体に関する情報が届かなかった方

・身体の障害や病院・施設等に入院・入所されていた方

・環境省の解体事業に一度も申請していない方

42-1623）

 

 

 

 

 
 
 

スポーツ公園オープニングイベント
４月からプレオープンしていたスポーツ公園がいよいよグランドオ

ープンを迎えます。オープニングイベントとして、式典、ゲストと一緒

にみんなで走り初め、記念植樹、プロ野球

屋台も出ますので、ご家族みんなでいらしてください

号のお知らせ版に同封するチラシをご覧ください。

午前９時 30 分～

いいたてスポーツ公園 

スポーツ公園管理棟☎0244

「陶芸教室」参加者募集
村では、陶芸教室を開催します。陶芸と聞くと「電動ろくろ」が思い

テーブルの上で粘土を手でこねて作る

粘土遊びのような感覚で、自由に作品を作る

ことができますので、ぜひご参加ください

10 時～正午

ル・ポット（川俣町）※現地集合・解散

川俣町秋山字鳥井戸

材料費) 

名（親子での参加も OK です）

同封したチラシに記入の上、

に生涯学習課へお申込みください。

交流センターふれ愛館 ☎

 イベントのお知らせ
では、夏休み最初の土曜日に「みんなで

あそぼう！つくろう！ダンボールパーク」を開催します。

ダンボールクラフトキットでオリジナル作品を作ったり、ダンボール

の巨大迷路で遊んだりできます。たくさんの子どもたちのお越しをお待

ちしています。イベント内容等詳しくは同封チラシをご覧ください。

10 時～午後３時

までい館

子ども向けイベント実行委員会事務局

夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動
ながら運転 じこのもと」を運動スローガン

)までの

民総ぐるみ運動を実施します。交通ルールを守り、交通事故防止に努め

-1618）

県復興公営住宅の入居者募集中！
復興公営住宅の入居者を募集しています。

日時点で村に住んでいた方

 ※当日消印有効

○募集戸数…福島市、二本松市、川俣町等の計

※詳しくは、同封したチラシをごらんください。

福島県復興公営住宅入居支援センター（☎

30 分）☎

被災家屋解体の相談窓口を設置します
村では、被災家屋解体の申請受付は終了していますが、下記の方を

対象に被災家屋の解体に関する相談窓口を開設します。

毎週火・木曜日

復興対策課内  

・震災時、村に住所がなく解体に関する情報が届かなかった方

・身体の障害や病院・施設等に入院・入所されていた方

・環境省の解体事業に一度も申請していない方

） 

スポーツ公園オープニングイベント
４月からプレオープンしていたスポーツ公園がいよいよグランドオ

ープンを迎えます。オープニングイベントとして、式典、ゲストと一緒

にみんなで走り初め、記念植樹、プロ野球 OB 戦、ゲーム等、楽しいイ

屋台も出ますので、ご家族みんなでいらしてください

号のお知らせ版に同封するチラシをご覧ください。

分～ 

0244-42-

「陶芸教室」参加者募集
村では、陶芸教室を開催します。陶芸と聞くと「電動ろくろ」が思い

テーブルの上で粘土を手でこねて作る

粘土遊びのような感覚で、自由に作品を作る

ことができますので、ぜひご参加ください。 

正午 受付９時

ル・ポット（川俣町）※現地集合・解散

川俣町秋山字鳥井戸 15

です） 

同封したチラシに記入の上、FAX・もしくは電話にて

に生涯学習課へお申込みください。 

☎0244-

イベントのお知らせ
夏休み最初の土曜日に「みんなで

あそぼう！つくろう！ダンボールパーク」を開催します。

ダンボールクラフトキットでオリジナル作品を作ったり、ダンボール

の巨大迷路で遊んだりできます。たくさんの子どもたちのお越しをお待

ちしています。イベント内容等詳しくは同封チラシをご覧ください。

時～午後３時

までい館 イベント広場

子ども向けイベント実行委員会事務局

夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動
じこのもと」を運動スローガン

までの 10 日間

民総ぐるみ運動を実施します。交通ルールを守り、交通事故防止に努め

） 

県復興公営住宅の入居者募集中！
復興公営住宅の入居者を募集しています。

日時点で村に住んでいた方

※当日消印有効

○募集戸数…福島市、二本松市、川俣町等の計

※詳しくは、同封したチラシをごらんください。

福島県復興公営住宅入居支援センター（☎

分）☎0244-68

被災家屋解体の相談窓口を設置します
村では、被災家屋解体の申請受付は終了していますが、下記の方を

対象に被災家屋の解体に関する相談窓口を開設します。

毎週火・木曜日 午前

・震災時、村に住所がなく解体に関する情報が届かなかった方

・身体の障害や病院・施設等に入院・入所されていた方

・環境省の解体事業に一度も申請していない方 

スポーツ公園オープニングイベント
４月からプレオープンしていたスポーツ公園がいよいよグランドオ

ープンを迎えます。オープニングイベントとして、式典、ゲストと一緒

戦、ゲーム等、楽しいイ

屋台も出ますので、ご家族みんなでいらしてください

号のお知らせ版に同封するチラシをご覧ください。 

-0152） 

「陶芸教室」参加者募集 
村では、陶芸教室を開催します。陶芸と聞くと「電動ろくろ」が思い

テーブルの上で粘土を手でこねて作る

粘土遊びのような感覚で、自由に作品を作る

受付９時 30

ル・ポット（川俣町）※現地集合・解散

15-2 

・もしくは電話にて

 

-42-0072 

イベントのお知らせ
夏休み最初の土曜日に「みんなで

あそぼう！つくろう！ダンボールパーク」を開催します。

ダンボールクラフトキットでオリジナル作品を作ったり、ダンボール

の巨大迷路で遊んだりできます。たくさんの子どもたちのお越しをお待

ちしています。イベント内容等詳しくは同封チラシをご覧ください。

時～午後３時 

イベント広場

子ども向けイベント実行委員会事務局（☎

夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動
じこのもと」を運動スローガン

日間、夏の交通事故防止県

民総ぐるみ運動を実施します。交通ルールを守り、交通事故防止に努め

県復興公営住宅の入居者募集中！
復興公営住宅の入居者を募集しています。 

日時点で村に住んでいた方 

※当日消印有効 

○募集戸数…福島市、二本松市、川俣町等の計 496 戸 

※詳しくは、同封したチラシをごらんください。 

福島県復興公営住宅入居支援センター（☎024

68-2277 

被災家屋解体の相談窓口を設置します
村では、被災家屋解体の申請受付は終了していますが、下記の方を

対象に被災家屋の解体に関する相談窓口を開設します。 

午前 10 時～午後４時

・震災時、村に住所がなく解体に関する情報が届かなかった方

・身体の障害や病院・施設等に入院・入所されていた方 

スポーツ公園オープニングイベント
４月からプレオープンしていたスポーツ公園がいよいよグランドオ

ープンを迎えます。オープニングイベントとして、式典、ゲストと一緒

戦、ゲーム等、楽しいイ

屋台も出ますので、ご家族みんなでいらしてください!!詳しくは、次

 

 !  

村では、陶芸教室を開催します。陶芸と聞くと「電動ろくろ」が思い

テーブルの上で粘土を手でこねて作る

粘土遊びのような感覚で、自由に作品を作る

30 分より

ル・ポット（川俣町）※現地集合・解散

・もしくは電話にて

0072 ） 

イベントのお知らせ
夏休み最初の土曜日に「みんなで

あそぼう！つくろう！ダンボールパーク」を開催します。 

ダンボールクラフトキットでオリジナル作品を作ったり、ダンボール

の巨大迷路で遊んだりできます。たくさんの子どもたちのお越しをお待

ちしています。イベント内容等詳しくは同封チラシをご覧ください。

イベント広場 ほか

（☎03-6421

夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動
じこのもと」を運動スローガン

、夏の交通事故防止県

民総ぐるみ運動を実施します。交通ルールを守り、交通事故防止に努め

県復興公営住宅の入居者募集中！
 

 

 

024-522-3320

 

被災家屋解体の相談窓口を設置します 

村では、被災家屋解体の申請受付は終了していますが、下記の方を

時～午後４時

・震災時、村に住所がなく解体に関する情報が届かなかった方 

スポーツ公園オープニングイベント 
４月からプレオープンしていたスポーツ公園がいよいよグランドオ

ープンを迎えます。オープニングイベントとして、式典、ゲストと一緒

戦、ゲーム等、楽しいイ

詳しくは、次

村では、陶芸教室を開催します。陶芸と聞くと「電動ろくろ」が思い

テーブルの上で粘土を手でこねて作る

粘土遊びのような感覚で、自由に作品を作る

分より 

ル・ポット（川俣町）※現地集合・解散 

・もしくは電話にて７月 24

イベントのお知らせ 
夏休み最初の土曜日に「みんなで

ダンボールクラフトキットでオリジナル作品を作ったり、ダンボール

の巨大迷路で遊んだりできます。たくさんの子どもたちのお越しをお待

ちしています。イベント内容等詳しくは同封チラシをご覧ください。

ほか 

6421-6033

夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動 
じこのもと」を運動スローガン

、夏の交通事故防止県

民総ぐるみ運動を実施します。交通ルールを守り、交通事故防止に努め

県復興公営住宅の入居者募集中！ 

3320） 

 

村では、被災家屋解体の申請受付は終了していますが、下記の方を

時～午後４時 

４月からプレオープンしていたスポーツ公園がいよいよグランドオ

ープンを迎えます。オープニングイベントとして、式典、ゲストと一緒

戦、ゲーム等、楽しいイ

詳しくは、次

村では、陶芸教室を開催します。陶芸と聞くと「電動ろくろ」が思い

テーブルの上で粘土を手でこねて作る

粘土遊びのような感覚で、自由に作品を作る

 

24

夏休み最初の土曜日に「みんなで

ダンボールクラフトキットでオリジナル作品を作ったり、ダンボール

の巨大迷路で遊んだりできます。たくさんの子どもたちのお越しをお待

ちしています。イベント内容等詳しくは同封チラシをご覧ください。 

6033） 

じこのもと」を運動スローガン

、夏の交通事故防止県

民総ぐるみ運動を実施します。交通ルールを守り、交通事故防止に努め

 



○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

・正職（月額

・パート（時給：資格無

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 144,400

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）、

144,400 円～

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）、

円～ ※経験年数を換算し支給）

パート（時給：資格無 800 円～

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）、

※経験年数を換算し支給）

円～ 資格有

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）

６月 21

１ｍ

0.29

0.08

0.32

0.23

0.31

 0.32

0.17

0.27

0.15

0.35

0.17

0.30

0.30

0.21

2.03

0.45

0.16

0.43

0.35

0.24

cm の高さで測定）

６月

１ｍ

0.21

0.25

 0.13

0.25

0.32

0.19

0.12

0.28

0.20

0.19

0.27

0.19

0.13

0.20

2.01

0.32

0.15

0.20

0.20

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）

資格有 830

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）

21 日（晴

ｍ １c

0.29 0.26

0.08 0.08

0.32 0.31

0.23 0.21

0.31 0.33

0.32 0.32

0.17 0.15

0.27 0.24

0.15 0.13

0.35 0.41

0.17 0.13

0.30 0.20

0.30 0.27

0.21 0.21

2.03 2.97

0.45 0.37

0.16 0.14

0.43 0.51

0.35 0.34

0.24 0.24

の高さで測定）

月 21 日

１ｍ １

0.21 0.19

0.25 0.28

0.13 0.13

0.25 0.23

0.32 0.24

0.19 0.19

0.12 0.12

0.28 0.26

0.20 0.17

0.19 0.16

0.27 0.21

0.19 0.20

0.13 0.11

0.20 0.17

2.01 2.18

0.32 0.30

0.15 0.13

0.20 0.19

0.20 0.19

0.11 0.10

 
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）

830 円～）

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） ６

cｍ １

0.26 0.34

0.08 0.09

0.31 0.33

0.21 0.23

0.33 0.39

0.32 0.35

0.15 0.20

0.24 0.27

0.13 0.18

0.41 0.40

0.13 0.19

0.20 0.32

0.27 0.36

0.21 0.23

2.97 2.24

0.37 0.51

0.14 0.19

0.51 0.49

0.34 0.37

0.24 0.26

の高さで測定） 

日 

１cm １ｍ

0.19 0.23

0.28 0.23

0.13 0.15

0.23 0.26

0.24 0.29

0.19 0.20

0.12 0.12

0.26 0.30

0.17 0.21

0.16 0.17

0.21 0.25

0.20 0.23

0.11 0.14

0.17 0.21

2.18 2.03

0.30 0.29

0.13 0.16

0.19 0.22

0.19 0.21

0.10 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） 

円～）※正職登用あり

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

６月７日（晴

１ｍ 

0.34 

0.09 

0.33 

0.23 

0.39 

0.35 

0.20 

0.27 

0.18 

0.40 

0.19 

0.32 

0.36 

0.23 

2.24 

0.51 

0.19 

0.49 

0.37 

0.26 

６月７

１ｍ 

0.23 

0.23 

0.15 

0.26 

0.29 

0.20 

0.12 

0.30 

0.21 

0.17 

0.25 

0.23 

0.14 

0.21 

2.03 

0.29 

0.16 

0.22 

0.21 

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

※正職登用あり

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。 

日（晴） 

１cm 

0.33 

0.09 

0.35 

0.22 

0.37 

0.35 

0.21 

0.23 

0.16 

0.41 

0.16 

0.20 

0.37 

0.19 

3.20 

0.42 

0.15 

0.53 

0.37 

0.24 

７日 

１cm 

0.22 

0.32 

0.21 

0.23 

0.25 

0.18 

0.12 

0.29 

0.19 

0.18 

0.23 

0.22 

0.12 

0.18 

2.17 

0.31 

0.14 

0.18 

0.15 

0.11 

年 

20 歳以

18歳以

集 

社会保険加入 

※正職登用あり 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 齢 

歳以上 

歳以上 

 

 

 村では、新しく完成した飯舘中学校屋内

望者には、泳ぎ方教室も行いますので

○日 

 

○場 

※その他

○参加可能年齢…

問生涯学習課（

 村では、下記のとおり臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行い

ますのでお知らせします。

○日 

○場 

○料 

収集できないもの

自動車部品、廃タイヤ、農業用品、可燃・不燃のごみ袋に入るもの、事

業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍

庫、洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機器

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーシ

ョンでのご対応をお願いします。

問住民課住民係（本庁☎

ホッとサロン「て
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

誘い合わせのうえ、ご参加ください。

○開催日…

○会  

○内 

○持ち物…エプロン、三角巾、スリッパ

問福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

ゆかい
村民同士の交流と健康づくり

たでも参加できます。どうぞお気軽にお越しください。

７月

午前

※５月に受けた集団健診結果通知書

★集会所を午前９時から開けます。皆さんとおしゃべりもどうぞ。

問・申込

飯樋盆踊り実行委員会では、伝統の飯樋盆踊りを継続していくために、

実行委員を募集します。飯樋盆踊りを、私たちの手で継続していきしょ

う。多くの皆さんのご参加をお待ちしています。

〇実行委員会開催日時…

〇場所…えびす庵

〇内容…盆踊りの開催日時や内容等を協議します。

〇会費…無し

〇募集範囲…飯樋地区住民の他、村内外を問わず趣旨に賛同される方。

※参加希望の方は、

ください。

申込・問

新しい
村では、新しく完成した飯舘中学校屋内

望者には、泳ぎ方教室も行いますので

 時…７月

   午前

 所…飯舘中学校屋内プール

その他…水泳帽を必ず使用してください。事前申し込み不要です。

○参加可能年齢…

生涯学習課（

粗大ごみの受け入れを行います（再掲）
村では、下記のとおり臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行い

ますのでお知らせします。

 時…７月

 所…飯舘クリアセンター（

 金…無料

収集できないもの

自動車部品、廃タイヤ、農業用品、可燃・不燃のごみ袋に入るもの、事

業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍

庫、洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機器

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーシ

ョンでのご対応をお願いします。

住民課住民係（本庁☎

ホッとサロン「て
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

誘い合わせのうえ、ご参加ください。

○開催日…７

  場…福島市保健福祉センター４

（

 容…味の素による料理教室

○持ち物…エプロン、三角巾、スリッパ

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

ゆかい
村民同士の交流と健康づくり

たでも参加できます。どうぞお気軽にお越しください。

日 時

月 10 日（

午前 10 時

月に受けた集団健診結果通知書

★集会所を午前９時から開けます。皆さんとおしゃべりもどうぞ。

・申込代表世話人

飯樋盆踊り実行委員会では、伝統の飯樋盆踊りを継続していくために、

実行委員を募集します。飯樋盆踊りを、私たちの手で継続していきしょ

う。多くの皆さんのご参加をお待ちしています。

〇実行委員会開催日時…

〇場所…えびす庵

〇内容…盆踊りの開催日時や内容等を協議します。

〇会費…無し

〇募集範囲…飯樋地区住民の他、村内外を問わず趣旨に賛同される方。

※参加希望の方は、

ください。 

申込・問飯樋盆踊り実行委員会

新しい
村では、新しく完成した飯舘中学校屋内

望者には、泳ぎ方教室も行いますので

７月 23

午前 10

飯舘中学校屋内プール

水泳帽を必ず使用してください。事前申し込み不要です。

○参加可能年齢…６歳以上

生涯学習課（スポーツ公園管理棟

粗大ごみの受け入れを行います（再掲）
村では、下記のとおり臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行い

ますのでお知らせします。

７月 28

所…飯舘クリアセンター（

金…無料 

収集できないもの 

自動車部品、廃タイヤ、農業用品、可燃・不燃のごみ袋に入るもの、事

業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍

庫、洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機器

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーシ

ョンでのご対応をお願いします。

住民課住民係（本庁☎

ホッとサロン「て
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

誘い合わせのうえ、ご参加ください。

７月 25

場…福島市保健福祉センター４

（福島市森合町

味の素による料理教室

○持ち物…エプロン、三角巾、スリッパ

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

ゆかいなしあわせカフェ永井川のお知らせ
村民同士の交流と健康づくり

たでも参加できます。どうぞお気軽にお越しください。

時 

日（火） 

時 集合 

月に受けた集団健診結果通知書

★集会所を午前９時から開けます。皆さんとおしゃべりもどうぞ。

代表世話人

飯樋盆踊り実行委員募集
飯樋盆踊り実行委員会では、伝統の飯樋盆踊りを継続していくために、

実行委員を募集します。飯樋盆踊りを、私たちの手で継続していきしょ

う。多くの皆さんのご参加をお待ちしています。

〇実行委員会開催日時…

〇場所…えびす庵(飯樋町

〇内容…盆踊りの開催日時や内容等を協議します。

〇会費…無し ※但し会議後の懇親会に参加される方は

なります。

〇募集範囲…飯樋地区住民の他、村内外を問わず趣旨に賛同される方。

※参加希望の方は、

 

飯樋盆踊り実行委員会

新しいプール
村では、新しく完成した飯舘中学校屋内

望者には、泳ぎ方教室も行いますので

23 日（月）、

10 時～正午

飯舘中学校屋内プール

水泳帽を必ず使用してください。事前申し込み不要です。

６歳以上

スポーツ公園管理棟

粗大ごみの受け入れを行います（再掲）
村では、下記のとおり臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行い

ますのでお知らせします。

28 日（土）、

所…飯舘クリアセンター（

自動車部品、廃タイヤ、農業用品、可燃・不燃のごみ袋に入るもの、事

業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍

庫、洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機器

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーシ

ョンでのご対応をお願いします。

住民課住民係（本庁☎0244

ホッとサロン「て
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

誘い合わせのうえ、ご参加ください。

25 日（水） 

場…福島市保健福祉センター４

福島市森合町

味の素による料理教室

○持ち物…エプロン、三角巾、スリッパ

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

なしあわせカフェ永井川のお知らせ
村民同士の交流と健康づくり

たでも参加できます。どうぞお気軽にお越しください。

 

 

永井川集会所

福島市永井川字古内

月に受けた集団健診結果通知書

★集会所を午前９時から開けます。皆さんとおしゃべりもどうぞ。

代表世話人 佐藤俊雄（☎

飯樋盆踊り実行委員募集
飯樋盆踊り実行委員会では、伝統の飯樋盆踊りを継続していくために、

実行委員を募集します。飯樋盆踊りを、私たちの手で継続していきしょ

う。多くの皆さんのご参加をお待ちしています。

〇実行委員会開催日時…7

飯樋町)

〇内容…盆踊りの開催日時や内容等を協議します。

※但し会議後の懇親会に参加される方は

なります。

〇募集範囲…飯樋地区住民の他、村内外を問わず趣旨に賛同される方。

※参加希望の方は、7 月 10

飯樋盆踊り実行委員会

プールに、遊びにき
村では、新しく完成した飯舘中学校屋内

望者には、泳ぎ方教室も行いますので

）、30 日（月）、８月

～正午 

飯舘中学校屋内プール

水泳帽を必ず使用してください。事前申し込み不要です。

６歳以上 

スポーツ公園管理棟

粗大ごみの受け入れを行います（再掲）
村では、下記のとおり臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行い

ますのでお知らせします。 

日（土）、29 日（日）

所…飯舘クリアセンター（

自動車部品、廃タイヤ、農業用品、可燃・不燃のごみ袋に入るもの、事

業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍

庫、洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機器

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーシ

ョンでのご対応をお願いします。

0244-42-

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

誘い合わせのうえ、ご参加ください。

  午前９時

場…福島市保健福祉センター４

福島市森合町 10-1）

味の素による料理教室

○持ち物…エプロン、三角巾、スリッパ

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

なしあわせカフェ永井川のお知らせ
村民同士の交流と健康づくりのために毎月１回開催しています。どな

たでも参加できます。どうぞお気軽にお越しください。

集 合

永井川集会所

福島市永井川字古内

月に受けた集団健診結果通知書

★集会所を午前９時から開けます。皆さんとおしゃべりもどうぞ。

佐藤俊雄（☎

飯樋盆踊り実行委員募集
飯樋盆踊り実行委員会では、伝統の飯樋盆踊りを継続していくために、

実行委員を募集します。飯樋盆踊りを、私たちの手で継続していきしょ

う。多くの皆さんのご参加をお待ちしています。

7 月 13 日

) 

〇内容…盆踊りの開催日時や内容等を協議します。

※但し会議後の懇親会に参加される方は

なります。 

〇募集範囲…飯樋地区住民の他、村内外を問わず趣旨に賛同される方。

10 日（火）まで

飯樋盆踊り実行委員会 発起人代表

に、遊びにき
村では、新しく完成した飯舘中学校屋内

望者には、泳ぎ方教室も行いますので、ぜひご参加ください。

日（月）、８月

飯舘中学校屋内プール 飯舘村伊丹沢字山田

水泳帽を必ず使用してください。事前申し込み不要です。

スポーツ公園管理棟☎0244

粗大ごみの受け入れを行います（再掲）
村では、下記のとおり臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行い

日（日）  

所…飯舘クリアセンター（☎0244

自動車部品、廃タイヤ、農業用品、可燃・不燃のごみ袋に入るもの、事

業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍

庫、洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機器

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーシ

ョンでのご対応をお願いします。 

-1618）

と て」の開 催 につい
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

誘い合わせのうえ、ご参加ください。 

午前９時 30

場…福島市保健福祉センター４階

） 

味の素による料理教室 

○持ち物…エプロン、三角巾、スリッパ

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

なしあわせカフェ永井川のお知らせ
のために毎月１回開催しています。どな

たでも参加できます。どうぞお気軽にお越しください。

合 場 所

永井川集会所 

福島市永井川字古内

月に受けた集団健診結果通知書をお持ちください。

★集会所を午前９時から開けます。皆さんとおしゃべりもどうぞ。

佐藤俊雄（☎090-4885

飯樋盆踊り実行委員募集
飯樋盆踊り実行委員会では、伝統の飯樋盆踊りを継続していくために、

実行委員を募集します。飯樋盆踊りを、私たちの手で継続していきしょ

う。多くの皆さんのご参加をお待ちしています。

日(金) 

〇内容…盆踊りの開催日時や内容等を協議します。

※但し会議後の懇親会に参加される方は

〇募集範囲…飯樋地区住民の他、村内外を問わず趣旨に賛同される方。

日（火）まで、下記の

発起人代表

に、遊びにき
村では、新しく完成した飯舘中学校屋内プールを無料開放します。

、ぜひご参加ください。

日（月）、８月 6 日（月）

飯舘村伊丹沢字山田

水泳帽を必ず使用してください。事前申し込み不要です。

0244-42-

粗大ごみの受け入れを行います（再掲）
村では、下記のとおり臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行い

 午前９時～午後２時

0244-42-1588

自動車部品、廃タイヤ、農業用品、可燃・不燃のごみ袋に入るもの、事

業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍

庫、洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機器

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーシ

） 

て」の開 催 につい
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

30 分～午前

階 調理実習室

○持ち物…エプロン、三角巾、スリッパ 

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

なしあわせカフェ永井川のお知らせ
のために毎月１回開催しています。どな

たでも参加できます。どうぞお気軽にお越しください。

所 

福島市永井川字古内９-２ 

をお持ちください。

★集会所を午前９時から開けます。皆さんとおしゃべりもどうぞ。

4885-9266

飯樋盆踊り実行委員募集
飯樋盆踊り実行委員会では、伝統の飯樋盆踊りを継続していくために、

実行委員を募集します。飯樋盆踊りを、私たちの手で継続していきしょ

う。多くの皆さんのご参加をお待ちしています。

 午後６

〇内容…盆踊りの開催日時や内容等を協議します。

※但し会議後の懇親会に参加される方は

〇募集範囲…飯樋地区住民の他、村内外を問わず趣旨に賛同される方。

、下記の

発起人代表 荒利喜

に、遊びにきませんか
プールを無料開放します。

、ぜひご参加ください。

日（月） 

飯舘村伊丹沢字山田

水泳帽を必ず使用してください。事前申し込み不要です。

-0152） 

粗大ごみの受け入れを行います（再掲）
村では、下記のとおり臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行い

午前９時～午後２時

1588）  

自動車部品、廃タイヤ、農業用品、可燃・不燃のごみ袋に入るもの、事

業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍

庫、洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機器

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーシ

て」の開 催 につい
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

分～午前 11 時

調理実習室 

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎024

なしあわせカフェ永井川のお知らせ
のために毎月１回開催しています。どな

たでも参加できます。どうぞお気軽にお越しください。

 
暑い夏を

  乗り切りましょう

をお持ちください。

★集会所を午前９時から開けます。皆さんとおしゃべりもどうぞ。

9266） 

飯樋盆踊り実行委員募集
飯樋盆踊り実行委員会では、伝統の飯樋盆踊りを継続していくために、

実行委員を募集します。飯樋盆踊りを、私たちの手で継続していきしょ

う。多くの皆さんのご参加をお待ちしています。 

６時～午後８時

〇内容…盆踊りの開催日時や内容等を協議します。 

※但し会議後の懇親会に参加される方は

〇募集範囲…飯樋地区住民の他、村内外を問わず趣旨に賛同される方。

、下記の実行委員会まで

荒利喜（☎

ませんか
プールを無料開放します。

、ぜひご参加ください。

飯舘村伊丹沢字山田 380 

水泳帽を必ず使用してください。事前申し込み不要です。

 

粗大ごみの受け入れを行います（再掲）
村では、下記のとおり臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行い

午前９時～午後２時 

 

自動車部品、廃タイヤ、農業用品、可燃・不燃のごみ袋に入るもの、事

業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍

庫、洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機器

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。 

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。 

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーシ

て」の開 催 につい
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

時 30 分

 

024-533-8881

なしあわせカフェ永井川のお知らせ
のために毎月１回開催しています。どな

たでも参加できます。どうぞお気軽にお越しください。 

テーマ

健康相談
暑い夏を 

乗り切りましょう

をお持ちください。 

★集会所を午前９時から開けます。皆さんとおしゃべりもどうぞ。

飯樋盆踊り実行委員募集 

飯樋盆踊り実行委員会では、伝統の飯樋盆踊りを継続していくために、

実行委員を募集します。飯樋盆踊りを、私たちの手で継続していきしょ

時～午後８時 

※但し会議後の懇親会に参加される方は 2,000

〇募集範囲…飯樋地区住民の他、村内外を問わず趣旨に賛同される方。

実行委員会まで

（☎080-1665

ませんか 
プールを無料開放します。

、ぜひご参加ください。 

水泳帽を必ず使用してください。事前申し込み不要です。

粗大ごみの受け入れを行います（再掲） 
村では、下記のとおり臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行い

自動車部品、廃タイヤ、農業用品、可燃・不燃のごみ袋に入るもの、事

業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍

庫、洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機器  等 

 

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーシ

て」の開 催 について
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

分 

8881） 

なしあわせカフェ永井川のお知らせ 
のために毎月１回開催しています。どな

テーマ 

健康相談 

乗り切りましょう

★集会所を午前９時から開けます。皆さんとおしゃべりもどうぞ。 

飯樋盆踊り実行委員会では、伝統の飯樋盆踊りを継続していくために、

実行委員を募集します。飯樋盆踊りを、私たちの手で継続していきしょ

 

2,000 円負担と

〇募集範囲…飯樋地区住民の他、村内外を問わず趣旨に賛同される方。

実行委員会までご連絡

1665-9516

プールを無料開放します。希

水泳帽を必ず使用してください。事前申し込み不要です。 

村では、下記のとおり臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行い

自動車部品、廃タイヤ、農業用品、可燃・不燃のごみ袋に入るもの、事

業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍

 

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーシ

て  

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

 

 
のために毎月１回開催しています。どな

乗り切りましょう 

 

飯樋盆踊り実行委員会では、伝統の飯樋盆踊りを継続していくために、

実行委員を募集します。飯樋盆踊りを、私たちの手で継続していきしょ

円負担と

〇募集範囲…飯樋地区住民の他、村内外を問わず趣旨に賛同される方。 

ご連絡

9516） 


