
 

 

 

 

○

○申込み手続き

「面接カード（

ムページからダウンロードできます。面接カードを

必要事項を記入のうえ、履歴書を同封して申込みください。

○申込み期限…

申込

ものは下記のとおりです。

【

○平成

○平成

○村に定住する意思のある方

※転勤等で一時的に村に居住する方は対象と

【補助制度の例】

問

 

売りたいというご希望のある空き家及び空き地をご紹介してい

 

させていただきます

問

○休業日…

※翌月の平成

問

ます。お気軽にご相談ください。

○日時…

○場所…村交流センター「ふれ愛館」

問

 

ます。相談は無料です。予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

○日時…

○会場…飯舘村交流センター

申込・

試験方法及び内

平成
平成 31

○発 表…平成

○申込み手続き

「面接カード（

ムページからダウンロードできます。面接カードを

必要事項を記入のうえ、履歴書を同封して申込みください。

○申込み期限…

申込・問

移住定住支援事業補助金のお知らせ
村では、移住者向けの補助制度が

ものは下記のとおりです。

【補助要件（

○平成 23

○平成 29

○村に定住する意思のある方

※転勤等で一時的に村に居住する方は対象と

【補助制度の例】

問総務課移住相談室（☎

村内の空き家・空き地をご紹介
 村では、移住定住推進事業のひとつとして、移住者向けに貸したい・

売りたいというご希望のある空き家及び空き地をご紹介してい

 物件につい

させていただきます

問総務課移住相談室（☎

「宿泊体験館きこり」年末年始休業のお知らせ
宿泊体験館きこりは、年末年始に下記の期間において休業します。

○休業日…

※翌月の平成

問宿泊体験館きこり（☎

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が特設の人権相談を行います。相談は無料で秘密は守られ

ます。お気軽にご相談ください。

○日時…

○場所…村交流センター「ふれ愛館」

問住民課住民係（本庁☎

司法書士による相談会を開催します
 不動産や会社の登記、相続・遺言などのお悩みを、司法書士がお聞きし

ます。相談は無料です。予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

○日時…

○会場…飯舘村交流センター

申込・問

試験職種

職務内容

採用人数
任用期間

受験資格

試験方法及び内

試験期日

試験会場

いいたてクリニックの診療日時

平成 31
31 年度飯舘村任期付職員採用候補者試験を次により行います。

表…平成

○申込み手続き 

「面接カード（A3

ムページからダウンロードできます。面接カードを

必要事項を記入のうえ、履歴書を同封して申込みください。

○申込み期限…12

・問総務課総務係（本庁☎

〒960-1892

移住定住支援事業補助金のお知らせ
村では、移住者向けの補助制度が

ものは下記のとおりです。

補助要件（下記全てを満たしている方

23 年３月

29 年３月

○村に定住する意思のある方

※転勤等で一時的に村に居住する方は対象と

【補助制度の例】

総務課移住相談室（☎

村内の空き家・空き地をご紹介
村では、移住定住推進事業のひとつとして、移住者向けに貸したい・

売りたいというご希望のある空き家及び空き地をご紹介してい

物件については、村ホームページでの掲載のほか、移住希望者にご紹介

させていただきます

総務課移住相談室（☎

「宿泊体験館きこり」年末年始休業のお知らせ
宿泊体験館きこりは、年末年始に下記の期間において休業します。

○休業日…12 月

※翌月の平成 31

宿泊体験館きこり（☎

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が特設の人権相談を行います。相談は無料で秘密は守られ

ます。お気軽にご相談ください。

○日時…12 月４日

○場所…村交流センター「ふれ愛館」

住民課住民係（本庁☎

司法書士による相談会を開催します
不動産や会社の登記、相続・遺言などのお悩みを、司法書士がお聞きし

ます。相談は無料です。予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

○日時…12 月 11

○会場…飯舘村交流センター

問福島県司法書士会事務局（☎

試験職種 

職務内容 

採用人数 
任用期間 

受験資格 

試験方法及び内容 

試験期日 

試験会場 

いいたてクリニックの診療日時

31 年度飯舘村任期付職員募集のお知ら
年度飯舘村任期付職員採用候補者試験を次により行います。

表…平成 30 年 12

 

A3 出力）」は直接、村役場総務課から受け取るか、村ホー

ムページからダウンロードできます。面接カードを

必要事項を記入のうえ、履歴書を同封して申込みください。

12 月３日（月）まで（必着）

総務課総務係（本庁☎

1892 飯舘村伊丹沢字伊丹沢

移住定住支援事業補助金のお知らせ
村では、移住者向けの補助制度が

ものは下記のとおりです。

下記全てを満たしている方

年３月 11 日時点で飯舘村に住民票がない方

年３月 31 日以降に飯舘村に住民票を移した方

○村に定住する意思のある方

※転勤等で一時的に村に居住する方は対象と

【補助制度の例】○引越し補助金

総務課移住相談室（☎

村内の空き家・空き地をご紹介
村では、移住定住推進事業のひとつとして、移住者向けに貸したい・

売りたいというご希望のある空き家及び空き地をご紹介してい

ては、村ホームページでの掲載のほか、移住希望者にご紹介

させていただきます。 

総務課移住相談室（☎

「宿泊体験館きこり」年末年始休業のお知らせ
宿泊体験館きこりは、年末年始に下記の期間において休業します。

月 28 日（金

31 年１月

宿泊体験館きこり（☎

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が特設の人権相談を行います。相談は無料で秘密は守られ

ます。お気軽にご相談ください。

月４日(火)

○場所…村交流センター「ふれ愛館」

住民課住民係（本庁☎

司法書士による相談会を開催します
不動産や会社の登記、相続・遺言などのお悩みを、司法書士がお聞きし

ます。相談は無料です。予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

11 日（火）

○会場…飯舘村交流センター

司法書士会事務局（☎

一般事務、保健師、保育教諭
一般事務：復興関係等業務の一般
保 健 
保育教諭：認定こども園での
育業務
若干名
採用日から、１年毎更新し、最長５年の範囲で任用

三職種ともに普通自動車運転免許証を有する者。

保健師については、保健師の免許を有する者。

保育教諭については、幼稚園教諭及び保育士両方の免

許を有する

面接試験…公務員としての適格性についての面接

１2 月４日（火）

面接試験…午後３時

飯舘村役場

飯舘村伊丹沢字伊丹沢

いいたてクリニックの診療日時

年度飯舘村任期付職員募集のお知ら
年度飯舘村任期付職員採用候補者試験を次により行います。

12 月中旬に合否について通知します。

出力）」は直接、村役場総務課から受け取るか、村ホー

ムページからダウンロードできます。面接カードを

必要事項を記入のうえ、履歴書を同封して申込みください。

月３日（月）まで（必着）

総務課総務係（本庁☎

飯舘村伊丹沢字伊丹沢

移住定住支援事業補助金のお知らせ
村では、移住者向けの補助制度が

ものは下記のとおりです。要件に該当する方はご連絡ください。

下記全てを満たしている方

日時点で飯舘村に住民票がない方

日以降に飯舘村に住民票を移した方

○村に定住する意思のある方 

※転勤等で一時的に村に居住する方は対象と

○引越し補助金

総務課移住相談室（☎0244-

村内の空き家・空き地をご紹介
村では、移住定住推進事業のひとつとして、移住者向けに貸したい・

売りたいというご希望のある空き家及び空き地をご紹介してい

ては、村ホームページでの掲載のほか、移住希望者にご紹介

 

総務課移住相談室（☎0244-

「宿泊体験館きこり」年末年始休業のお知らせ
宿泊体験館きこりは、年末年始に下記の期間において休業します。

日（金）～平成

年１月 4 日（金）から通常営業となります。

宿泊体験館きこり（☎0244-

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が特設の人権相談を行います。相談は無料で秘密は守られ

ます。お気軽にご相談ください。

) 午前

○場所…村交流センター「ふれ愛館」

住民課住民係（本庁☎0244－

司法書士による相談会を開催します
不動産や会社の登記、相続・遺言などのお悩みを、司法書士がお聞きし

ます。相談は無料です。予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

日（火） 午後１時～午後４時

○会場…飯舘村交流センター 

司法書士会事務局（☎

一般事務、保健師、保育教諭
一般事務：復興関係等業務の一般

 師：健康相談・訪問活動等業務
保育教諭：認定こども園での
育業務 
若干名 
採用日から、１年毎更新し、最長５年の範囲で任用

三職種ともに普通自動車運転免許証を有する者。

保健師については、保健師の免許を有する者。

保育教諭については、幼稚園教諭及び保育士両方の免

許を有する者。

面接試験…公務員としての適格性についての面接

月４日（火）

面接試験…午後３時

飯舘村役場 

飯舘村伊丹沢字伊丹沢

いいたてクリニックの診療日時

年度飯舘村任期付職員募集のお知ら
年度飯舘村任期付職員採用候補者試験を次により行います。

月中旬に合否について通知します。

出力）」は直接、村役場総務課から受け取るか、村ホー

ムページからダウンロードできます。面接カードを

必要事項を記入のうえ、履歴書を同封して申込みください。

月３日（月）まで（必着）

総務課総務係（本庁☎0244-42

飯舘村伊丹沢字伊丹沢

移住定住支援事業補助金のお知らせ
村では、移住者向けの補助制度があります

要件に該当する方はご連絡ください。

下記全てを満たしている方

日時点で飯舘村に住民票がない方

日以降に飯舘村に住民票を移した方

 

※転勤等で一時的に村に居住する方は対象と

○引越し補助金 20 万円

-42-0310

村内の空き家・空き地をご紹介
村では、移住定住推進事業のひとつとして、移住者向けに貸したい・

売りたいというご希望のある空き家及び空き地をご紹介してい

ては、村ホームページでの掲載のほか、移住希望者にご紹介

-42-0310

「宿泊体験館きこり」年末年始休業のお知らせ
宿泊体験館きこりは、年末年始に下記の期間において休業します。

）～平成 31

日（金）から通常営業となります。

-42-1012

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が特設の人権相談を行います。相談は無料で秘密は守られ

ます。お気軽にご相談ください。 

午前 10 時～午後３時

○場所…村交流センター「ふれ愛館」

－42－1619

司法書士による相談会を開催します
不動産や会社の登記、相続・遺言などのお悩みを、司法書士がお聞きし

ます。相談は無料です。予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

午後１時～午後４時

 ふれ愛館

司法書士会事務局（☎

一般事務、保健師、保育教諭
一般事務：復興関係等業務の一般

健康相談・訪問活動等業務
保育教諭：認定こども園での

採用日から、１年毎更新し、最長５年の範囲で任用

三職種ともに普通自動車運転免許証を有する者。

保健師については、保健師の免許を有する者。

保育教諭については、幼稚園教諭及び保育士両方の免

者。 

面接試験…公務員としての適格性についての面接

月４日（火） 

面接試験…午後３時（

 ２階会議室

飯舘村伊丹沢字伊丹沢

いいたてクリニックの診療日時 

第 904

年度飯舘村任期付職員募集のお知ら
年度飯舘村任期付職員採用候補者試験を次により行います。

月中旬に合否について通知します。

出力）」は直接、村役場総務課から受け取るか、村ホー

ムページからダウンロードできます。面接カードを

必要事項を記入のうえ、履歴書を同封して申込みください。

月３日（月）まで（必着） 

42-1611

飯舘村伊丹沢字伊丹沢

移住定住支援事業補助金のお知らせ
あります

要件に該当する方はご連絡ください。

下記全てを満たしている方）】 

日時点で飯舘村に住民票がない方

日以降に飯舘村に住民票を移した方

※転勤等で一時的に村に居住する方は対象と

万円 ○住宅新築補助金最大

0310） 

村内の空き家・空き地をご紹介
村では、移住定住推進事業のひとつとして、移住者向けに貸したい・

売りたいというご希望のある空き家及び空き地をご紹介してい

ては、村ホームページでの掲載のほか、移住希望者にご紹介

0310） 

「宿泊体験館きこり」年末年始休業のお知らせ
宿泊体験館きこりは、年末年始に下記の期間において休業します。

31 年１月３

日（金）から通常営業となります。

1012） 

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が特設の人権相談を行います。相談は無料で秘密は守られ

時～午後３時

○場所…村交流センター「ふれ愛館」 視聴覚室

1619） 

司法書士による相談会を開催します
不動産や会社の登記、相続・遺言などのお悩みを、司法書士がお聞きし

ます。相談は無料です。予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

午後１時～午後４時

ふれ愛館 

司法書士会事務局（☎024-534

一般事務、保健師、保育教諭
一般事務：復興関係等業務の一般

健康相談・訪問活動等業務
保育教諭：認定こども園での

採用日から、１年毎更新し、最長５年の範囲で任用

三職種ともに普通自動車運転免許証を有する者。

保健師については、保健師の免許を有する者。

保育教諭については、幼稚園教諭及び保育士両方の免

面接試験…公務員としての適格性についての面接

（受付…午後２時

２階会議室  

飯舘村伊丹沢字伊丹沢 580 番地１

 毎週火・木曜日

904 号 平成

年度飯舘村任期付職員募集のお知ら
年度飯舘村任期付職員採用候補者試験を次により行います。

月中旬に合否について通知します。

出力）」は直接、村役場総務課から受け取るか、村ホー

ムページからダウンロードできます。面接カードを

必要事項を記入のうえ、履歴書を同封して申込みください。

1611） 

飯舘村伊丹沢字伊丹沢 580 番地１

移住定住支援事業補助金のお知らせ
あります。補助対象となる要件の主な

要件に該当する方はご連絡ください。

 

日時点で飯舘村に住民票がない方

日以降に飯舘村に住民票を移した方

※転勤等で一時的に村に居住する方は対象となりません

○住宅新築補助金最大

村内の空き家・空き地をご紹介
村では、移住定住推進事業のひとつとして、移住者向けに貸したい・

売りたいというご希望のある空き家及び空き地をご紹介してい

ては、村ホームページでの掲載のほか、移住希望者にご紹介

「宿泊体験館きこり」年末年始休業のお知らせ
宿泊体験館きこりは、年末年始に下記の期間において休業します。

３日（木）

日（金）から通常営業となります。

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が特設の人権相談を行います。相談は無料で秘密は守られ

時～午後３時 

視聴覚室 

 

司法書士による相談会を開催します
不動産や会社の登記、相続・遺言などのお悩みを、司法書士がお聞きし

ます。相談は無料です。予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

午後１時～午後４時 ○予約…

534-7502

一般事務、保健師、保育教諭 
一般事務：復興関係等業務の一般事務

健康相談・訪問活動等業務
保育教諭：認定こども園での乳幼児保育業務・幼児教

採用日から、１年毎更新し、最長５年の範囲で任用

三職種ともに普通自動車運転免許証を有する者。

保健師については、保健師の免許を有する者。

保育教諭については、幼稚園教諭及び保育士両方の免

面接試験…公務員としての適格性についての面接

…午後２時

 

番地１ 

毎週火・木曜日

平成 30

年度飯舘村任期付職員募集のお知ら
年度飯舘村任期付職員採用候補者試験を次により行います。

月中旬に合否について通知します。

出力）」は直接、村役場総務課から受け取るか、村ホー

ムページからダウンロードできます。面接カードを A3 サイズに出力し、

必要事項を記入のうえ、履歴書を同封して申込みください。

番地１ 

移住定住支援事業補助金のお知らせ
。補助対象となる要件の主な

要件に該当する方はご連絡ください。

日時点で飯舘村に住民票がない方  

日以降に飯舘村に住民票を移した方  

なりません。 

○住宅新築補助金最大

村内の空き家・空き地をご紹介しています
村では、移住定住推進事業のひとつとして、移住者向けに貸したい・

売りたいというご希望のある空き家及び空き地をご紹介してい

ては、村ホームページでの掲載のほか、移住希望者にご紹介

「宿泊体験館きこり」年末年始休業のお知らせ
宿泊体験館きこりは、年末年始に下記の期間において休業します。

日（木） 

日（金）から通常営業となります。

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が特設の人権相談を行います。相談は無料で秘密は守られ

司法書士による相談会を開催します
不動産や会社の登記、相続・遺言などのお悩みを、司法書士がお聞きし

ます。相談は無料です。予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

○予約…12

7502） 

事務 
健康相談・訪問活動等業務 

乳幼児保育業務・幼児教

採用日から、１年毎更新し、最長５年の範囲で任用

三職種ともに普通自動車運転免許証を有する者。

保健師については、保健師の免許を有する者。

保育教諭については、幼稚園教諭及び保育士両方の免

面接試験…公務員としての適格性についての面接

…午後２時 45 分まで）

 

毎週火・木曜日 午前９時～正午（受付は午前８時

30 年 11 月

年度飯舘村任期付職員募集のお知らせ
年度飯舘村任期付職員採用候補者試験を次により行います。

月中旬に合否について通知します。 

出力）」は直接、村役場総務課から受け取るか、村ホー

サイズに出力し、

必要事項を記入のうえ、履歴書を同封して申込みください。 

移住定住支援事業補助金のお知らせ
。補助対象となる要件の主な

要件に該当する方はご連絡ください。 

 

 

○住宅新築補助金最大 500

しています
村では、移住定住推進事業のひとつとして、移住者向けに貸したい・

売りたいというご希望のある空き家及び空き地をご紹介しています。

ては、村ホームページでの掲載のほか、移住希望者にご紹介

「宿泊体験館きこり」年末年始休業のお知らせ 
宿泊体験館きこりは、年末年始に下記の期間において休業します。

日（金）から通常営業となります。 

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が特設の人権相談を行います。相談は無料で秘密は守られ

司法書士による相談会を開催します 

不動産や会社の登記、相続・遺言などのお悩みを、司法書士がお聞きし

ます。相談は無料です。予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

12 月６日（木）まで

乳幼児保育業務・幼児教

採用日から、１年毎更新し、最長５年の範囲で任用

三職種ともに普通自動車運転免許証を有する者。 

保健師については、保健師の免許を有する者。 

保育教諭については、幼稚園教諭及び保育士両方の免

面接試験…公務員としての適格性についての面接

分まで）

午前９時～正午（受付は午前８時

月 20 日

せ 
年度飯舘村任期付職員採用候補者試験を次により行います。 

出力）」は直接、村役場総務課から受け取るか、村ホー

サイズに出力し、

移住定住支援事業補助金のお知らせ 
。補助対象となる要件の主な

  

500 万円

しています 
村では、移住定住推進事業のひとつとして、移住者向けに貸したい・ 

ます。 

ては、村ホームページでの掲載のほか、移住希望者にご紹介

 
宿泊体験館きこりは、年末年始に下記の期間において休業します。 

人権擁護委員による特設人権相談について 
人権擁護委員が特設の人権相談を行います。相談は無料で秘密は守られ

 

不動産や会社の登記、相続・遺言などのお悩みを、司法書士がお聞きし

ます。相談は無料です。予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。 

日（木）まで

乳幼児保育業務・幼児教

採用日から、１年毎更新し、最長５年の範囲で任用 

 

 

保育教諭については、幼稚園教諭及び保育士両方の免

面接試験…公務員としての適格性についての面接 

分まで） 

午前９時～正午（受付は午前８時

 

日 

出力）」は直接、村役場総務課から受け取るか、村ホー

サイズに出力し、

。補助対象となる要件の主な

万円  

 

ては、村ホームページでの掲載のほか、移住希望者にご紹介 

人権擁護委員が特設の人権相談を行います。相談は無料で秘密は守られ

不動産や会社の登記、相続・遺言などのお悩みを、司法書士がお聞きし

 

日（木）まで 

 

 
 
 

 

小さな野焼きでも延焼して大規模な火災につながる恐れがあるため、

焼きは絶対にしないでください。

なお、来年以降の野焼きについては改めてご案内します。

問復興対策課農政第二係

 村では、宮城県村田町歴史みらい館で開催中の企画展「再び、オオカミ

現る！」の鑑賞バスツアーを開催します。村で発見された版木など、貴重

な資料をご覧ください。

○ツアー日時

○集合・解散場所…村交流センター

※参加料は無料ですが、昼食は各自負担となります。

※参加ご希望の方は

（定員に達した場合はお断りすることがあります）

※企画展は、

問生涯学習課

 今回は、羊毛フェルトで「イイタネちゃん」を作ります。

品を手作りしてみませんか。

○日 

○場 

○参加費…１人

※参加される方は

問生涯学習課

○体育館無料開放

12月

○場 

問生涯学習課（

３か月で！
村では、

めの健康

○対 

※希望の方には、詳しい教室案内を郵送します。下記までご連絡

申込・問

「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！一緒に健康づくり

をはじめましょう。

○講 

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装、

○日  

    

○会 

○内 

問健康福祉課健康係（いちばん館☎

 

11 月

午後１時

午後３時

１２月１２日（水）

午後２時４５分～

午後４時３０分

道の駅「までい館」イベント広場で、いいたてルミナリエ実行委員

会主催によるイルミネーション「いいたてルミナリエ」の点灯式が開

催されます。

昨年よりパワーアップしたイルミネーションが、までい館を煌びや

かに彩ります。

すので、みなさんお誘い合わせの上、ぜひお越しください！詳しくは

次号に同封する

○日時…

○場所…いいたて村の道の駅までい館

※イルミネーションは

問いいたてルミナリエ実行委員会（

午前９時～正午（受付は午前８時

野焼きは絶対にしないでください
小さな野焼きでも延焼して大規模な火災につながる恐れがあるため、

焼きは絶対にしないでください。

なお、来年以降の野焼きについては改めてご案内します。

復興対策課農政第二係

再び、オオカミ現る！
村では、宮城県村田町歴史みらい館で開催中の企画展「再び、オオカミ

現る！」の鑑賞バスツアーを開催します。村で発見された版木など、貴重

な資料をご覧ください。

ツアー日時

○集合・解散場所…村交流センター

参加料は無料ですが、昼食は各自負担となります。

※参加ご希望の方は

（定員に達した場合はお断りすることがあります）

企画展は、

生涯学習課

「羊毛フェルト教室」参加者募集
今回は、羊毛フェルトで「イイタネちゃん」を作ります。

品を手作りしてみませんか。

 時…12

 所…村交流センターふれ愛館

○参加費…１人

※参加される方は

生涯学習課

体育館無料開放

12日（水）、

 所…福島県青少年会館体育館

生涯学習課（

３か月で！
村では、内臓脂肪（ポッコリお腹）を減らして生活習慣病発症を防ぐた

めの健康教室を行います。３か月間、週

 象…おおむね

※希望の方には、詳しい教室案内を郵送します。下記までご連絡

・問健康福祉課

までいの里の健康運動教室のお知らせ
「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！一緒に健康づくり

をはじめましょう。

 師…健康運動指導士

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装、

  時…11

     12

 場…交流センターふれ愛館

 容…椅子に座ってできる運動（

健康福祉課健康係（いちばん館☎

日時

月 29 日（木）

午後１時 30

午後３時 30

１２月１２日（水）

午後２時４５分～

午後４時３０分

「いいたてルミナリエ」点灯式開催！
道の駅「までい館」イベント広場で、いいたてルミナリエ実行委員

会主催によるイルミネーション「いいたてルミナリエ」の点灯式が開

催されます。

昨年よりパワーアップしたイルミネーションが、までい館を煌びや

かに彩ります。

すので、みなさんお誘い合わせの上、ぜひお越しください！詳しくは

次号に同封する

○日時…12

○場所…いいたて村の道の駅までい館

※イルミネーションは

いいたてルミナリエ実行委員会（

午前９時～正午（受付は午前８時

野焼きは絶対にしないでください
小さな野焼きでも延焼して大規模な火災につながる恐れがあるため、

焼きは絶対にしないでください。

なお、来年以降の野焼きについては改めてご案内します。

復興対策課農政第二係

再び、オオカミ現る！
村では、宮城県村田町歴史みらい館で開催中の企画展「再び、オオカミ

現る！」の鑑賞バスツアーを開催します。村で発見された版木など、貴重

な資料をご覧ください。

ツアー日時…12 月

○集合・解散場所…村交流センター

参加料は無料ですが、昼食は各自負担となります。

※参加ご希望の方は電話か

（定員に達した場合はお断りすることがあります）

企画展は、12 月19

生涯学習課（ふれ愛館

「羊毛フェルト教室」参加者募集
今回は、羊毛フェルトで「イイタネちゃん」を作ります。

品を手作りしてみませんか。

12月26

所…村交流センターふれ愛館

○参加費…１人1,000

※参加される方は 12

生涯学習課1ふれ愛館☎

運動して
体育館無料開放日時

日（水）、19（水）、

福島県青少年会館体育館

生涯学習課（スポーツ公園

３か月で！お腹すっきりスマート教室
内臓脂肪（ポッコリお腹）を減らして生活習慣病発症を防ぐた

教室を行います。３か月間、週

おおむね

※希望の方には、詳しい教室案内を郵送します。下記までご連絡

健康福祉課

までいの里の健康運動教室のお知らせ
「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！一緒に健康づくり

をはじめましょう。

師…健康運動指導士

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装、

11 月 29

12 月 11

場…交流センターふれ愛館

容…椅子に座ってできる運動（

健康福祉課健康係（いちばん館☎

日時 

日（木） 

30 分～

30 分 

１２月１２日（水） 

午後２時４５分～

午後４時３０分 

「いいたてルミナリエ」点灯式開催！
道の駅「までい館」イベント広場で、いいたてルミナリエ実行委員

会主催によるイルミネーション「いいたてルミナリエ」の点灯式が開

催されます。 

昨年よりパワーアップしたイルミネーションが、までい館を煌びや

かに彩ります。点灯式では、

すので、みなさんお誘い合わせの上、ぜひお越しください！詳しくは

次号に同封するチラシをご覧ください。

12 月 14

○場所…いいたて村の道の駅までい館

※イルミネーションは

平成 31

いいたてルミナリエ実行委員会（

午前９時～正午（受付は午前８時 30 分～午前

野焼きは絶対にしないでください
小さな野焼きでも延焼して大規模な火災につながる恐れがあるため、

焼きは絶対にしないでください。

なお、来年以降の野焼きについては改めてご案内します。

復興対策課農政第二係（

再び、オオカミ現る！
村では、宮城県村田町歴史みらい館で開催中の企画展「再び、オオカミ

現る！」の鑑賞バスツアーを開催します。村で発見された版木など、貴重

な資料をご覧ください。 

月 15 日

○集合・解散場所…村交流センター

参加料は無料ですが、昼食は各自負担となります。

電話かFAX

（定員に達した場合はお断りすることがあります）

19 日（水）まで

ふれ愛館☎

「羊毛フェルト教室」参加者募集
今回は、羊毛フェルトで「イイタネちゃん」を作ります。

品を手作りしてみませんか。

26日(水)

所…村交流センターふれ愛館

1,000円 1材料費

12 月 20

ふれ愛館☎0244

運動して
日時 ○内

（水）、26

福島県青少年会館体育館

スポーツ公園

お腹すっきりスマート教室
内臓脂肪（ポッコリお腹）を減らして生活習慣病発症を防ぐた

教室を行います。３か月間、週

おおむね 30 歳代から

※希望の方には、詳しい教室案内を郵送します。下記までご連絡

健康福祉課健康係（

までいの里の健康運動教室のお知らせ
「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！一緒に健康づくり

をはじめましょう。 

師…健康運動指導士

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装、

29 日（木）

11 日（火）、

場…交流センターふれ愛館

容…椅子に座ってできる運動（

健康福祉課健康係（いちばん館☎

福島県保健衛生協会

（福島市方木田字水戸内

YAGO（ヤゴ）メディカルフィッ

トネスクラブ

（福島市桜木町

「いいたてルミナリエ」点灯式開催！
道の駅「までい館」イベント広場で、いいたてルミナリエ実行委員

会主催によるイルミネーション「いいたてルミナリエ」の点灯式が開

昨年よりパワーアップしたイルミネーションが、までい館を煌びや

点灯式では、

すので、みなさんお誘い合わせの上、ぜひお越しください！詳しくは

チラシをご覧ください。

14 日（金） 

○場所…いいたて村の道の駅までい館

※イルミネーションは 12

31 年１

いいたてルミナリエ実行委員会（

分～午前

野焼きは絶対にしないでください
小さな野焼きでも延焼して大規模な火災につながる恐れがあるため、

焼きは絶対にしないでください。 

なお、来年以降の野焼きについては改めてご案内します。

（本庁☎

再び、オオカミ現る！
村では、宮城県村田町歴史みらい館で開催中の企画展「再び、オオカミ

現る！」の鑑賞バスツアーを開催します。村で発見された版木など、貴重

日(土) 

○集合・解散場所…村交流センター

参加料は無料ですが、昼食は各自負担となります。

FAXで生涯学習課までお申込みください。

（定員に達した場合はお断りすることがあります）

日（水）まで村田町歴史みらい館

☎0244-42

「羊毛フェルト教室」参加者募集
今回は、羊毛フェルトで「イイタネちゃん」を作ります。

品を手作りしてみませんか。詳しくは同封チラシをご覧ください。

) 午後１時

所…村交流センターふれ愛館

材料費)

20 日（木）まで

0244-42-

運動していい汗かきましょう！
内 容…

26（水）  

福島県青少年会館体育館

スポーツ公園☎0244

お腹すっきりスマート教室
内臓脂肪（ポッコリお腹）を減らして生活習慣病発症を防ぐた

教室を行います。３か月間、週

歳代から 74

※希望の方には、詳しい教室案内を郵送します。下記までご連絡

健康係（いちばん館

までいの里の健康運動教室のお知らせ
「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！一緒に健康づくり

師…健康運動指導士 滝口義光さん（ﾔｺﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ所属）

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装、

日（木） 午前

日（火）、20 日（木）

場…交流センターふれ愛館

容…椅子に座ってできる運動（

健康福祉課健康係（いちばん館☎

福島県保健衛生協会

（福島市方木田字水戸内

（ヤゴ）メディカルフィッ

トネスクラブ

（福島市桜木町

「いいたてルミナリエ」点灯式開催！
道の駅「までい館」イベント広場で、いいたてルミナリエ実行委員

会主催によるイルミネーション「いいたてルミナリエ」の点灯式が開

昨年よりパワーアップしたイルミネーションが、までい館を煌びや

点灯式では、ポップコーンと甘酒の振る舞いも

すので、みなさんお誘い合わせの上、ぜひお越しください！詳しくは

チラシをご覧ください。

  午後４時

○場所…いいたて村の道の駅までい館

12 月 14 日

年１月 26 日

いいたてルミナリエ実行委員会（

分～午前 11 時 30

 

 

 

 

 

野焼きは絶対にしないでください
小さな野焼きでも延焼して大規模な火災につながる恐れがあるため、

なお、来年以降の野焼きについては改めてご案内します。

☎0244-42

再び、オオカミ現る！」展バスツアー開催
村では、宮城県村田町歴史みらい館で開催中の企画展「再び、オオカミ

現る！」の鑑賞バスツアーを開催します。村で発見された版木など、貴重

  午前 10

○集合・解散場所…村交流センター ふれ愛館

参加料は無料ですが、昼食は各自負担となります。

で生涯学習課までお申込みください。

（定員に達した場合はお断りすることがあります）

村田町歴史みらい館

42-0072・

「羊毛フェルト教室」参加者募集
今回は、羊毛フェルトで「イイタネちゃん」を作ります。

詳しくは同封チラシをご覧ください。

午後１時30分～午後３時

所…村交流センターふれ愛館1小研修室

)  ○定員…

日（木）までに生涯学習課へお申込みください。

-0072 ）

いい汗かきましょう！
…卓球、バドミントン

  午前10

福島県青少年会館体育館（福島市黒岩）

☎0244-42-0

お腹すっきりスマート教室
内臓脂肪（ポッコリお腹）を減らして生活習慣病発症を防ぐた

教室を行います。３か月間、週

74 歳まで。

※希望の方には、詳しい教室案内を郵送します。下記までご連絡

いちばん館☎

までいの里の健康運動教室のお知らせ
「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！一緒に健康づくり

滝口義光さん（ﾔｺﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ所属）

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装、

午前 10 時～午前

日（木） 午後

場…交流センターふれ愛館 

容…椅子に座ってできる運動（ストレッチ体操、筋力トレーニング

健康福祉課健康係（いちばん館☎0244-

会場 

福島県保健衛生協会

（福島市方木田字水戸内

（ヤゴ）メディカルフィッ

トネスクラブ 

（福島市桜木町 八子医院）

「いいたてルミナリエ」点灯式開催！
道の駅「までい館」イベント広場で、いいたてルミナリエ実行委員

会主催によるイルミネーション「いいたてルミナリエ」の点灯式が開

昨年よりパワーアップしたイルミネーションが、までい館を煌びや

ポップコーンと甘酒の振る舞いも

すので、みなさんお誘い合わせの上、ぜひお越しください！詳しくは

チラシをご覧ください。

午後４時 30

○場所…いいたて村の道の駅までい館 

日(金)～

日(土)まで点灯

いいたてルミナリエ実行委員会（☎0244

 

30 分）☎

野焼きは絶対にしないでください
小さな野焼きでも延焼して大規模な火災につながる恐れがあるため、

なお、来年以降の野焼きについては改めてご案内します。

42-1625）

展バスツアー開催
村では、宮城県村田町歴史みらい館で開催中の企画展「再び、オオカミ

現る！」の鑑賞バスツアーを開催します。村で発見された版木など、貴重

10 時 15

ふれ愛館 

参加料は無料ですが、昼食は各自負担となります。

で生涯学習課までお申込みください。

（定員に達した場合はお断りすることがあります）

村田町歴史みらい館

・FAX0244

「羊毛フェルト教室」参加者募集
今回は、羊毛フェルトで「イイタネちゃん」を作ります。

詳しくは同封チラシをご覧ください。

分～午後３時

小研修室)  

員…10名（親子での参加大歓迎！

に生涯学習課へお申込みください。

） 

いい汗かきましょう！
卓球、バドミントン

10時～正午

（福島市黒岩）

0152） 

お腹すっきりスマート教室
内臓脂肪（ポッコリお腹）を減らして生活習慣病発症を防ぐた

教室を行います。３か月間、週 1 回の連続講座です。

歳まで。 各回定員

※希望の方には、詳しい教室案内を郵送します。下記までご連絡

☎0244-

までいの里の健康運動教室のお知らせ
「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！一緒に健康づくり

滝口義光さん（ﾔｺﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ所属）

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装、運動靴

時～午前 11

午後 1 時

ストレッチ体操、筋力トレーニング

-42-1637

 

福島県保健衛生協会 

（福島市方木田字水戸内 19

（ヤゴ）メディカルフィッ

八子医院）

「いいたてルミナリエ」点灯式開催！
道の駅「までい館」イベント広場で、いいたてルミナリエ実行委員

会主催によるイルミネーション「いいたてルミナリエ」の点灯式が開

昨年よりパワーアップしたイルミネーションが、までい館を煌びや

ポップコーンと甘酒の振る舞いも

すので、みなさんお誘い合わせの上、ぜひお越しください！詳しくは

チラシをご覧ください。 

30 分～ 

 イベント広場

～ 

まで点灯

0244-26-

分）☎0244-68

野焼きは絶対にしないでください
小さな野焼きでも延焼して大規模な火災につながる恐れがあるため、

なお、来年以降の野焼きについては改めてご案内します。

） 

展バスツアー開催
村では、宮城県村田町歴史みらい館で開催中の企画展「再び、オオカミ

現る！」の鑑賞バスツアーを開催します。村で発見された版木など、貴重

15 分～午後４時

参加料は無料ですが、昼食は各自負担となります。 

で生涯学習課までお申込みください。

（定員に達した場合はお断りすることがあります） 

村田町歴史みらい館で開催

FAX0244-42-

「羊毛フェルト教室」参加者募集
今回は、羊毛フェルトで「イイタネちゃん」を作ります。

詳しくは同封チラシをご覧ください。

分～午後３時30

 ○準備物…筆記用具

名（親子での参加大歓迎！

に生涯学習課へお申込みください。

いい汗かきましょう！
卓球、バドミントンなど

時～正午 

（福島市黒岩） 

 

お腹すっきりスマート教室
内臓脂肪（ポッコリお腹）を減らして生活習慣病発症を防ぐた

回の連続講座です。

各回定員

※希望の方には、詳しい教室案内を郵送します。下記までご連絡

-42-163

までいの里の健康運動教室のお知らせ
「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！一緒に健康づくり

滝口義光さん（ﾔｺﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ所属）

運動靴 

11 時 45

時 45 分～午後３時

ストレッチ体操、筋力トレーニング

1637） 

19-6） 

（ヤゴ）メディカルフィッ

八子医院） 

「いいたてルミナリエ」点灯式開催！
道の駅「までい館」イベント広場で、いいたてルミナリエ実行委員

会主催によるイルミネーション「いいたてルミナリエ」の点灯式が開

昨年よりパワーアップしたイルミネーションが、までい館を煌びや

ポップコーンと甘酒の振る舞いも

すので、みなさんお誘い合わせの上、ぜひお越しください！詳しくは

イベント広場 

まで点灯します。

-7957） 

68-2277

野焼きは絶対にしないでください
小さな野焼きでも延焼して大規模な火災につながる恐れがあるため、

なお、来年以降の野焼きについては改めてご案内します。 

展バスツアー開催
村では、宮城県村田町歴史みらい館で開催中の企画展「再び、オオカミ

現る！」の鑑賞バスツアーを開催します。村で発見された版木など、貴重

分～午後４時

 

で生涯学習課までお申込みください。

開催されています。

-0860） 

「羊毛フェルト教室」参加者募集 !
今回は、羊毛フェルトで「イイタネちゃん」を作ります。オリジナル作

詳しくは同封チラシをご覧ください。

30分 （受付

○準備物…筆記用具

名（親子での参加大歓迎！

に生涯学習課へお申込みください。

いい汗かきましょう！ 
など ※

お腹すっきりスマート教室のお知らせ
内臓脂肪（ポッコリお腹）を減らして生活習慣病発症を防ぐた

回の連続講座です。

各回定員 20 名 

※希望の方には、詳しい教室案内を郵送します。下記までご連絡

1637) 

までいの里の健康運動教室のお知らせ
「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！一緒に健康づくり

滝口義光さん（ﾔｺﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ所属）

 

45 分 

分～午後３時

ストレッチ体操、筋力トレーニング

開講式・講話

「健康を保つ食

事」ほか

ストレッチ体操・

筋力トレーニング

「いいたてルミナリエ」点灯式開催！
道の駅「までい館」イベント広場で、いいたてルミナリエ実行委員

会主催によるイルミネーション「いいたてルミナリエ」の点灯式が開

昨年よりパワーアップしたイルミネーションが、までい館を煌びや

ポップコーンと甘酒の振る舞いも

すので、みなさんお誘い合わせの上、ぜひお越しください！詳しくは

 

します。 

 

2277 

 
小さな野焼きでも延焼して大規模な火災につながる恐れがあるため、

 

展バスツアー開催 
村では、宮城県村田町歴史みらい館で開催中の企画展「再び、オオカミ

現る！」の鑑賞バスツアーを開催します。村で発見された版木など、貴重

分～午後４時 30 分 

で生涯学習課までお申込みください。 

されています。

 

! 
オリジナル作

詳しくは同封チラシをご覧ください。 

（受付 午後１時より

○準備物…筆記用具

名（親子での参加大歓迎！

に生涯学習課へお申込みください。

※上履き持参

のお知らせ
内臓脂肪（ポッコリお腹）を減らして生活習慣病発症を防ぐた

回の連続講座です。 

 ※要申込

※希望の方には、詳しい教室案内を郵送します。下記までご連絡ください。

までいの里の健康運動教室のお知らせ 

「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！一緒に健康づくり

滝口義光さん（ﾔｺﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ所属）

分～午後３時 30

ストレッチ体操、筋力トレーニング

内容 

開講式・講話 

「健康を保つ食

事」ほか 

ストレッチ体操・

筋力トレーニング

「いいたてルミナリエ」点灯式開催！ 
道の駅「までい館」イベント広場で、いいたてルミナリエ実行委員

会主催によるイルミネーション「いいたてルミナリエ」の点灯式が開

昨年よりパワーアップしたイルミネーションが、までい館を煌びや

ポップコーンと甘酒の振る舞いもありま

すので、みなさんお誘い合わせの上、ぜひお越しください！詳しくは

小さな野焼きでも延焼して大規模な火災につながる恐れがあるため、野

 
村では、宮城県村田町歴史みらい館で開催中の企画展「再び、オオカミ

現る！」の鑑賞バスツアーを開催します。村で発見された版木など、貴重

 

されています。 

オリジナル作

午後１時より）  

○準備物…筆記用具 

名（親子での参加大歓迎！） 

に生涯学習課へお申込みください。 

上履き持参 

のお知らせ 

内臓脂肪（ポッコリお腹）を減らして生活習慣病発症を防ぐた

※要申込 

ください。 

「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！一緒に健康づくり

滝口義光さん（ﾔｺﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ所属） 

30 分 

ストレッチ体操、筋力トレーニング） 

 

「健康を保つ食

ストレッチ体操・

筋力トレーニング 

道の駅「までい館」イベント広場で、いいたてルミナリエ実行委員

会主催によるイルミネーション「いいたてルミナリエ」の点灯式が開

昨年よりパワーアップしたイルミネーションが、までい館を煌びや

ありま

すので、みなさんお誘い合わせの上、ぜひお越しください！詳しくは

 



 食品中の放射性物質測定結果のお知らせ  
平成 30 年 10 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 ３ ０ 不検出 前田・八和木 他 

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」 

問復興対策課農政第二係（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 
11 月２日（晴） 10 月 18 日（晴） 

１ｍ １cｍ １ｍ １cm 

１ 草野字大谷地地内 0.28 0.30 0.30 0.30 

２ 深谷字原前地内 0.34 0.32 0.32 0.35 

３ 伊丹沢字山田地内 0.30 0.30 0.32 0.31 

４ 関沢字中頃地内 0.20 0.20 0.24 0.20 

５ 小宮字曲田地内 0.35 0.36 0.34 0.36 

６ 八木沢字上八木沢地内 0.33 0.28 0.31 0.29 

７ 大倉字湯舟地内 0.21 0.26 0.20 0.22 

８ 佐須字佐須地内 0.23 0.22 0.22 0.23 

９ 草野字柏塚地内 0.15 0.14 0.15 0.13 

10 飯樋字下桶地内地内 0.30 0.33 0.34 0.37 

11 飯樋字一ノ関地内 0.19 0.16 0.15 0.16 

12 飯樋字笠石地内 0.34 0.42 0.35 0.45 

13 飯樋字原地内 0.33 0.34 0.34 0.35 

14 比曽字比曽地内 0.40 0.41 0.43 0.37 

15※ 長泥字長泥地内 1.95 3.01 1.92 2.57 

16 蕨平字木戸地内 0.45 0.37 0.49 0.38 

17 松塚字神田地内 0.17 0.18 0.17 0.20 

18 臼石字町地内 0.42 0.44 0.40 0.42 

19 前田字福田地内 0.36 0.32 0.34 0.32 

20 二枚橋字町地内 0.22 0.24 0.24 0.22 

【宅地】（地上から１m 及び１cm の高さで測定） 

行政区 小字地内 
11 月２日 10 月 18 日 

１ｍ １cm １ｍ １cm 

１ 草野字大師堂地内 0.15 0.16 0.16 0.15 

２ 深谷字大森地内 0.24 0.28 0.24 0.26 

３ 伊丹沢字山田地内 0.12 0.13 0.11 0.11 

４ 関沢字中頃地内 0.24 0.25 0.24 0.23 

５ 小宮字曲田地内 0.30 0.27 0.25 0.22 

６ 芦原白金地内 0.15 0.14 0.16 0.17 

７ 大倉字大倉地内 0.09 0.11 0.12 0.13 

８ 佐須字虎捕地内 0.26 0.23 0.27 0.25 

９ 草野字大坂地内 0.20 0.19 0.21 0.20 

10 飯樋字町地内 0.19 0.16 0.17 0.17 

11 飯樋字割木地内 0.23 0.19 0.25 0.22 

12 飯樋字笠石地内 0.23 0.20 0.20 0.20 

13 飯樋字宮仲地内 0.13 0.11 0.12 0.11 

14 比曽字中比曽地内 0.20 0.17 0.21 0.16 

15※ 長泥字曲田地内 1.91 2.33 1.86 2.23 

16 蕨平字蕨平地内 0.26 0.27 0.28 0.29 

17 関根字押木内地内 0.16 0.13 0.15 0.14 

18 臼石字菅田地内 0.20 0.20 0.20 0.17 

19 前田字古今明地内 0.21 0.16 0.18 0.16 

20 須萱字水上地内 0.13 0.13 0.12 0.11 

 

インフルエンザ予防接種予診票について  

 村では、インフルエンザの重症化・流行を防ぐため接種料金の助成を行

っています。中学生以下の子が予防接種を受ける際は医療機関備え付けの

予診票をご使用ください。 

高齢者の方が予防接種を受ける際は村が作成した予診票が必要です。 

いちばん館、村役場、松川事務所でお渡ししています。来所されるのが難

しい場合は郵送も可能ですので、下記健康係までお問合せください。 

○対 象 者 

①生後６か月から中学３年生までのお子さま 

②65 歳以上の方 

③60 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の 

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 

○助成期間…11 月 1 日（木）～平成 31 年 1 月 31 日（木） 

○接種方法…医療機関に電話予約のうえ接種してください。 

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1638） 

老人クラブ交流会のお知らせ 
 村老人クラブでは、健康と生きがいづくりを目的として、60 歳から 75

歳の高齢者を対象としたボーリング大会及び交流会を開催します。会員に

なっていない方もふるってご参加ください。 

○日 時…12 月 15 日（土） 午前９時 30 分 ※バス送迎なし 各自現地集合 

○集合場所…からしまボール福島（福島市本内字南街道下 15） 

○申込方法…会員の方は、各若手委員に申込み。会員以外の方は、村老人ク

ラブ連合会事務局に申込みください。 

○参加費…2,000 円 ○申込締切…12 月５日（水） 

申込・問老人クラブ連合会事務局（村社協内）（☎0244-42-1021） 

弁護士による心配ごと相談を開催します 
村社会福祉協議会では、・鈴木芳喜弁護士による「心配ごと相談」を下

記のとおり開催しますのでご利用ください。相談は無料です。 

○日 時…12 月 20 日（木）  午後１時 15 分～午後３時 

○会 場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家） 

○申し込み…12 月 17 日（月）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） 

お茶のみ会のご案内 
村社会福祉協議会では、避難先での「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 場所 時間 会費 

12 月 10 日（月） 
川俣町老人福祉センター 

いきいき荘 
午前 10 時 

～ 

午前 11 時  

   30 分 

100 円 
※当日

徴収 
12 月 12 日（水） 原町区福祉会館 視聴覚室 

12 月 14 日（金） 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） 

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。 

日時 集合場所 内容 

12 月 11 日（火） 

午前 10 時～ 

永井川集会所 

福島市永井川字古内９-２ 

ちょっと早いお正月 餅つき 

参加 100 円 ※当日徴収 

問代表世話人 佐藤俊雄（☎090-4885-9266） 

第４回「いいたて交流カフェ」のご案内 
一般社団法人いいたてネットワークでは、村民の交流等を目的とした第

４回「いいたて交流カフェ」を下記のとおりに開催します。 

〇日 時…１２月 14 日（金） 午後３時 30 分～午後８時 30 分 入退室自由 

〇場 所…アオウゼ（福島市曽根田町 MAX ふくしま 4 階 和室） 

〇内 容…お茶会、ミニ体験教室、村民相談コーナー、村関係書籍の展示 

(詳細) http://iitate-network.org/iitate-cafe/ 

○ミニ体験教室…「パソコンで写真年賀状を作ってみよう！」 

※写真、写真データ（スマホで OK！）と年賀状をご持参ください。 

※その場で購入できる村オリジナル年賀はがきも準備しています。 

申込・問一般社団法人いいたてネットワーク担当：横山（☎080-5733－7703） 

癒しのボタニカルキャンドル作り教室 
 ドライフラワーなどを入れたオリジナルキャンドルを作りましょう！ 

○日 時…12 月 15 日（土）  午前９時 30 分～正午 

○場 所…吉井田学習センター 調理室 （福島市仁井田字西川原 1-1） 

○講 師…なごみの森工房 草野 和氏 ○定員 20 人（参加費 1,000 円） 

○準備物…エプロンまたは、汚れてもいい服装でご参加ください。 

○申込締切…12 月８日（土）正午まで 

申込・問一般社団法人いいたてネットワーク担当：佐藤（☎070-2433－7703） 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 

検出 

最大値 
採取地 

柿 28 16 30Bq/㎏ 小宮 他 

キウイフルーツ 16 ８ 18Bq/㎏ 蕨平 他 

サルナシ ４ ３ 25Bq/㎏ 前田・八和木 他 

コウタケ（イノハナ） 55 55 49,577Bq/㎏ 大久保・外内 他 


