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を休止しますのでご注意をお願いします。

問

 

ように変更しますのでご協力をお願いします。

燃えないごみ

資源ごみ

○

草野、深谷、伊丹沢、関沢、八木沢・芦原、大倉、

問

なお、

○休業日…

問

 

後に村内で生活されている方々を対象に懇談会を開催します。今後の復

興に向けた取り組み推進のため、村民の皆さまのご意見やご要望を伺い

ます。申込みは必要ありませんので、直接会場へお越しください。

○日

○場

○内

※今回は、帰還者を主な対象として

問

ます。この事業は、行政区が行う「地域づくり事業」とは別に、村民自

ら主体となって参画する活動を通じて、地域の「人と人とのつながり」

や、「生きがい」をもって、前向きに取り組み、多くの村民などに波及

効果のある特定の事業を継続的に行う団体に、村が補助するものです。

 

問

ウスの２会場のみ

問

                      

年 末 年 始

役場の業務は

なります

中も村役場本庁でのみ

問総務課総務係（本庁☎

 クリアセンターは、

を休止しますのでご注意をお願いします。

問住民課住民係

 上記のごみの収集休止に伴い燃えないごみ、資源ごみの収集日を次の

ように変更しますのでご協力をお願いします。

燃えないごみ

資源ごみ   

○対象行政区

草野、深谷、伊丹沢、関沢、八木沢・芦原、大倉、

問住民課住民係（本庁☎

いいたて村の道の駅までい館は、年末年始に下記の期間休業します。

なお、セブンイレブンは通常通り営業

○休業日…

問いいたて村の道の駅までい館（

 村では、平成

後に村内で生活されている方々を対象に懇談会を開催します。今後の復

興に向けた取り組み推進のため、村民の皆さまのご意見やご要望を伺い

ます。申込みは必要ありませんので、直接会場へお越しください。

○日  

○場  

○内  

※今回は、帰還者を主な対象として

どなたでも参加できます。

問総務課企画係（本庁☎

飯舘村「
村では、平成

ます。この事業は、行政区が行う「地域づくり事業」とは別に、村民自

ら主体となって参画する活動を通じて、地域の「人と人とのつながり」

や、「生きがい」をもって、前向きに取り組み、多くの村民などに波及

効果のある特定の事業を継続的に行う団体に、村が補助するものです。

 詳しくは、村のホームページに掲載しますので、ご確認ください。

問総務課企画係（本庁☎

平成
今年の申告相談会場は、

ウスの２会場のみ

日程等の詳細については、次号お知らせ版をご覧ください。

問住民課税務係

いいたてクリニックの診療日時

                      

年末年始休業のお知らせ

年 末 年 始
12 月

役場の業務は

なります。ただし、出生・婚姻などの戸籍関係届出、埋葬や火葬申請は

村役場本庁でのみ

総務課総務係（本庁☎

年末年始のごみの収集について
クリアセンターは、

を休止しますのでご注意をお願いします。

住民課住民係（

のごみの収集休止に伴い燃えないごみ、資源ごみの収集日を次の

ように変更しますのでご協力をお願いします。

燃えないごみ 変更前

    変更前

対象行政区  

草野、深谷、伊丹沢、関沢、八木沢・芦原、大倉、

住民課住民係（本庁☎

道の駅
いいたて村の道の駅までい館は、年末年始に下記の期間休業します。

セブンイレブンは通常通り営業

○休業日…12 月

いいたて村の道の駅までい館（

帰還
村では、平成

後に村内で生活されている方々を対象に懇談会を開催します。今後の復

興に向けた取り組み推進のため、村民の皆さまのご意見やご要望を伺い

ます。申込みは必要ありませんので、直接会場へお越しください。

  時…１月

  所…交流センターふれ愛館

  容…帰還後の生活環境整備等

※今回は、帰還者を主な対象として

どなたでも参加できます。

総務課企画係（本庁☎

飯舘村「
村では、平成

ます。この事業は、行政区が行う「地域づくり事業」とは別に、村民自

ら主体となって参画する活動を通じて、地域の「人と人とのつながり」

や、「生きがい」をもって、前向きに取り組み、多くの村民などに波及

効果のある特定の事業を継続的に行う団体に、村が補助するものです。

詳しくは、村のホームページに掲載しますので、ご確認ください。

総務課企画係（本庁☎

平成 30
今年の申告相談会場は、

ウスの２会場のみ

日程等の詳細については、次号お知らせ版をご覧ください。

住民課税務係（

いいたてクリニックの診療日時

                      

年末年始休業のお知らせ

年 末 年 始
月 29 日（土）

役場の業務は 12 月 29

ただし、出生・婚姻などの戸籍関係届出、埋葬や火葬申請は

村役場本庁でのみ受け付けます。

総務課総務係（本庁☎

年末年始のごみの収集について
クリアセンターは、12

を休止しますのでご注意をお願いします。

（本庁☎

収集日変更のお知らせ
のごみの収集休止に伴い燃えないごみ、資源ごみの収集日を次の

ように変更しますのでご協力をお願いします。

変更前 １月１日（火）⇒

変更前 １月３日（木）⇒

 

草野、深谷、伊丹沢、関沢、八木沢・芦原、大倉、

住民課住民係（本庁☎

道の駅
いいたて村の道の駅までい館は、年末年始に下記の期間休業します。

セブンイレブンは通常通り営業

月 31 日（月）～平成

いいたて村の道の駅までい館（

帰還村民と
村では、平成 29 年３月

後に村内で生活されている方々を対象に懇談会を開催します。今後の復

興に向けた取り組み推進のため、村民の皆さまのご意見やご要望を伺い

ます。申込みは必要ありませんので、直接会場へお越しください。

１月 26 日（土）

交流センターふれ愛館

帰還後の生活環境整備等

※今回は、帰還者を主な対象として

どなたでも参加できます。

総務課企画係（本庁☎

飯舘村「までいな
村では、平成 31 年度「

ます。この事業は、行政区が行う「地域づくり事業」とは別に、村民自

ら主体となって参画する活動を通じて、地域の「人と人とのつながり」

や、「生きがい」をもって、前向きに取り組み、多くの村民などに波及

効果のある特定の事業を継続的に行う団体に、村が補助するものです。

詳しくは、村のホームページに掲載しますので、ご確認ください。

総務課企画係（本庁☎

30 年分申告相談会場について
今年の申告相談会場は、

ウスの２会場のみとなります。

日程等の詳細については、次号お知らせ版をご覧ください。

（本庁☎

いいたてクリニックの診療日時

                      

年末年始休業のお知らせ

年 末 年 始 の 役 場 業 務
（土）から１月３日

29 日（土）から１月３日（木

ただし、出生・婚姻などの戸籍関係届出、埋葬や火葬申請は

受け付けます。

総務課総務係（本庁☎0244-

年末年始のごみの収集について
12 月 29

を休止しますのでご注意をお願いします。

☎0244-

収集日変更のお知らせ
のごみの収集休止に伴い燃えないごみ、資源ごみの収集日を次の

ように変更しますのでご協力をお願いします。

１月１日（火）⇒

１月３日（木）⇒

草野、深谷、伊丹沢、関沢、八木沢・芦原、大倉、

住民課住民係（本庁☎0244-

道の駅 年末年始休業のお知らせ
いいたて村の道の駅までい館は、年末年始に下記の期間休業します。

セブンイレブンは通常通り営業

日（月）～平成

いいたて村の道の駅までい館（

村民と
年３月 31 日の避難指示解除（帰還困難区域を除く）

後に村内で生活されている方々を対象に懇談会を開催します。今後の復

興に向けた取り組み推進のため、村民の皆さまのご意見やご要望を伺い

ます。申込みは必要ありませんので、直接会場へお越しください。

日（土）  

交流センターふれ愛館

帰還後の生活環境整備等

※今回は、帰還者を主な対象として

どなたでも参加できます。 

総務課企画係（本庁☎0244-

までいな心の復興」事業
年度「までいな

ます。この事業は、行政区が行う「地域づくり事業」とは別に、村民自

ら主体となって参画する活動を通じて、地域の「人と人とのつながり」

や、「生きがい」をもって、前向きに取り組み、多くの村民などに波及

効果のある特定の事業を継続的に行う団体に、村が補助するものです。

詳しくは、村のホームページに掲載しますので、ご確認ください。

総務課企画係（本庁☎0244-

年分申告相談会場について
今年の申告相談会場は、飯野学習センター青木分館と飯舘村ビレッジハ

となります。 

日程等の詳細については、次号お知らせ版をご覧ください。

☎0244-

いいたてクリニックの診療日時

                      第

 

年末年始休業のお知らせ

役 場 業 務
から１月３日

日（土）から１月３日（木

ただし、出生・婚姻などの戸籍関係届出、埋葬や火葬申請は

受け付けます。 

-42-1611

年末年始のごみの収集について
29 日(土

を休止しますのでご注意をお願いします。

-42-1618

収集日変更のお知らせ
のごみの収集休止に伴い燃えないごみ、資源ごみの収集日を次の

ように変更しますのでご協力をお願いします。

１月１日（火）⇒

１月３日（木）⇒

草野、深谷、伊丹沢、関沢、八木沢・芦原、大倉、

-42-1618

年末年始休業のお知らせ
いいたて村の道の駅までい館は、年末年始に下記の期間休業します。

セブンイレブンは通常通り営業しますので、ご利用ください。

日（月）～平成 31

いいたて村の道の駅までい館（☎0244

村民との懇談会の開催
日の避難指示解除（帰還困難区域を除く）

後に村内で生活されている方々を対象に懇談会を開催します。今後の復

興に向けた取り組み推進のため、村民の皆さまのご意見やご要望を伺い

ます。申込みは必要ありませんので、直接会場へお越しください。

 午前 10

交流センターふれ愛館 

帰還後の生活環境整備等

※今回は、帰還者を主な対象としてい

 

-42-1613

心の復興」事業
までいな心の復興」事業を行う案件を募集し

ます。この事業は、行政区が行う「地域づくり事業」とは別に、村民自

ら主体となって参画する活動を通じて、地域の「人と人とのつながり」

や、「生きがい」をもって、前向きに取り組み、多くの村民などに波及

効果のある特定の事業を継続的に行う団体に、村が補助するものです。

詳しくは、村のホームページに掲載しますので、ご確認ください。

-42-1613

年分申告相談会場について
飯野学習センター青木分館と飯舘村ビレッジハ

 

日程等の詳細については、次号お知らせ版をご覧ください。

-42-1615

いいたてクリニックの診療日時 毎週火・木曜日

第 907

年末年始休業のお知らせ

役 場 業 務
から１月３日（木）まで休みになります

日（土）から１月３日（木

ただし、出生・婚姻などの戸籍関係届出、埋葬や火葬申請は

1611） 

年末年始のごみの収集について
土)から１月３日

を休止しますのでご注意をお願いします。 

1618） 

収集日変更のお知らせ
のごみの収集休止に伴い燃えないごみ、資源ごみの収集日を次の

ように変更しますのでご協力をお願いします。

１月１日（火）⇒ 変更後

１月３日（木）⇒ 変更後

草野、深谷、伊丹沢、関沢、八木沢・芦原、大倉、

1618） 

年末年始休業のお知らせ
いいたて村の道の駅までい館は、年末年始に下記の期間休業します。

しますので、ご利用ください。

31 年１月２日（水）

0244-42-

の懇談会の開催
日の避難指示解除（帰還困難区域を除く）

後に村内で生活されている方々を対象に懇談会を開催します。今後の復

興に向けた取り組み推進のため、村民の皆さまのご意見やご要望を伺い

ます。申込みは必要ありませんので、直接会場へお越しください。

10 時～正午

 

帰還後の生活環境整備等 他 

いますが、ご希望があれば村民

1613） 

心の復興」事業
心の復興」事業を行う案件を募集し

ます。この事業は、行政区が行う「地域づくり事業」とは別に、村民自

ら主体となって参画する活動を通じて、地域の「人と人とのつながり」

や、「生きがい」をもって、前向きに取り組み、多くの村民などに波及

効果のある特定の事業を継続的に行う団体に、村が補助するものです。

詳しくは、村のホームページに掲載しますので、ご確認ください。

1613） 

年分申告相談会場について
飯野学習センター青木分館と飯舘村ビレッジハ

日程等の詳細については、次号お知らせ版をご覧ください。

1615） 

毎週火・木曜日

907 号 平成

年末年始休業のお知らせ

役 場 業 務
まで休みになります

日（土）から１月３日（木）までの６日間が休み

ただし、出生・婚姻などの戸籍関係届出、埋葬や火葬申請は

年末年始のごみの収集について
から１月３日(

収集日変更のお知らせ
のごみの収集休止に伴い燃えないごみ、資源ごみの収集日を次の

ように変更しますのでご協力をお願いします。 

変更後 １月８日（火）

変更後 １月

草野、深谷、伊丹沢、関沢、八木沢・芦原、大倉、佐須、宮内、関根・松塚、前

年末年始休業のお知らせ
いいたて村の道の駅までい館は、年末年始に下記の期間休業します。

しますので、ご利用ください。

年１月２日（水）

-1080）

の懇談会の開催
日の避難指示解除（帰還困難区域を除く）

後に村内で生活されている方々を対象に懇談会を開催します。今後の復

興に向けた取り組み推進のため、村民の皆さまのご意見やご要望を伺い

ます。申込みは必要ありませんので、直接会場へお越しください。

時～正午 

ますが、ご希望があれば村民

心の復興」事業
心の復興」事業を行う案件を募集し

ます。この事業は、行政区が行う「地域づくり事業」とは別に、村民自

ら主体となって参画する活動を通じて、地域の「人と人とのつながり」

や、「生きがい」をもって、前向きに取り組み、多くの村民などに波及

効果のある特定の事業を継続的に行う団体に、村が補助するものです。

詳しくは、村のホームページに掲載しますので、ご確認ください。

年分申告相談会場について
飯野学習センター青木分館と飯舘村ビレッジハ

日程等の詳細については、次号お知らせ版をご覧ください。

毎週火・木曜日

平成 3１年

年末年始休業のお知らせ 

役 場 業 務 に つ い

まで休みになります

）までの６日間が休み

ただし、出生・婚姻などの戸籍関係届出、埋葬や火葬申請は

年末年始のごみの収集について
(木)まで

収集日変更のお知らせ 
のごみの収集休止に伴い燃えないごみ、資源ごみの収集日を次の

１月８日（火）

１月 10 日（木）

佐須、宮内、関根・松塚、前

年末年始休業のお知らせ 
いいたて村の道の駅までい館は、年末年始に下記の期間休業します。

しますので、ご利用ください。

年１月２日（水） 

） 

の懇談会の開催 
日の避難指示解除（帰還困難区域を除く）

後に村内で生活されている方々を対象に懇談会を開催します。今後の復

興に向けた取り組み推進のため、村民の皆さまのご意見やご要望を伺い

ます。申込みは必要ありませんので、直接会場へお越しください。

ますが、ご希望があれば村民

心の復興」事業 募集！
心の復興」事業を行う案件を募集し

ます。この事業は、行政区が行う「地域づくり事業」とは別に、村民自

ら主体となって参画する活動を通じて、地域の「人と人とのつながり」

や、「生きがい」をもって、前向きに取り組み、多くの村民などに波及

効果のある特定の事業を継続的に行う団体に、村が補助するものです。

詳しくは、村のホームページに掲載しますので、ご確認ください。

年分申告相談会場について
飯野学習センター青木分館と飯舘村ビレッジハ

日程等の詳細については、次号お知らせ版をご覧ください。

毎週火・木曜日 午前９時～正午（受付は午前８時

年１月５日

に つ い て

まで休みになります 

）までの６日間が休み

ただし、出生・婚姻などの戸籍関係届出、埋葬や火葬申請は

年末年始のごみの収集について 
までごみの収集

のごみの収集休止に伴い燃えないごみ、資源ごみの収集日を次の

１月８日（火） 

日（木） 

佐須、宮内、関根・松塚、前

いいたて村の道の駅までい館は、年末年始に下記の期間休業します。

しますので、ご利用ください。

 
日の避難指示解除（帰還困難区域を除く）

後に村内で生活されている方々を対象に懇談会を開催します。今後の復

興に向けた取り組み推進のため、村民の皆さまのご意見やご要望を伺い

ます。申込みは必要ありませんので、直接会場へお越しください。

ますが、ご希望があれば村民

募集！
心の復興」事業を行う案件を募集し

ます。この事業は、行政区が行う「地域づくり事業」とは別に、村民自

ら主体となって参画する活動を通じて、地域の「人と人とのつながり」

や、「生きがい」をもって、前向きに取り組み、多くの村民などに波及

効果のある特定の事業を継続的に行う団体に、村が補助するものです。

詳しくは、村のホームページに掲載しますので、ご確認ください。

年分申告相談会場について 
飯野学習センター青木分館と飯舘村ビレッジハ

日程等の詳細については、次号お知らせ版をご覧ください。 

午前９時～正午（受付は午前８時

日 

て  

）までの６日間が休みに

ただし、出生・婚姻などの戸籍関係届出、埋葬や火葬申請は休み

ごみの収集

のごみの収集休止に伴い燃えないごみ、資源ごみの収集日を次の

 

佐須、宮内、関根・松塚、前田 

いいたて村の道の駅までい館は、年末年始に下記の期間休業します。

しますので、ご利用ください。 

日の避難指示解除（帰還困難区域を除く）

後に村内で生活されている方々を対象に懇談会を開催します。今後の復

興に向けた取り組み推進のため、村民の皆さまのご意見やご要望を伺い

ます。申込みは必要ありませんので、直接会場へお越しください。 

ますが、ご希望があれば村民 

募集！ 

心の復興」事業を行う案件を募集し

ます。この事業は、行政区が行う「地域づくり事業」とは別に、村民自

ら主体となって参画する活動を通じて、地域の「人と人とのつながり」

や、「生きがい」をもって、前向きに取り組み、多くの村民などに波及

効果のある特定の事業を継続的に行う団体に、村が補助するものです。 

詳しくは、村のホームページに掲載しますので、ご確認ください。 

 
飯野学習センター青木分館と飯舘村ビレッジハ

午前９時～正午（受付は午前８時

１月
 村では、

でお祝いしましょう！

○開催日…

○場

○内

ージ発表、パフォーマンス書道など。

※詳しくは、

問総務課企画係（本庁☎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

あなたが選ぶ
村では、「あなたが選ぶ村の

付けています。

で、ぜひ投票ください

○投票

村役場などに設置してある投票箱に投票してください。

○投票締切…

○10

でい館」商品券５万円分プレゼント！そのほかにも素敵な景品が当たります！

○10

のつどい」で発表します！

問総務課企画係（

新タブレット・イイタネちゃんお知らせアプリ体験会につい
村では、新タブレット及びタブレット・スマートフォン向けアプリ「イ

イタネちゃんお知らせアプリ」の体験会

ットの申込み受付も実施します。

タブレットやスマートフォン

事前の予約も不要となっています。皆さま

詳しくは、同封のチラシをご確認ください。

午後

午後

問総務課企画係（

村では、

り就学困難と認められる方に対し、奨学金の貸し付けを行っています。

下記事項をご確認

○募集対象…高校・大学・短期大学・高等専門学校等に進学

○貸与月額…

○申込方法

（申請書類は教育課窓口または村ホームページから取得してください。）

○申込期日

※詳細は

問教育課学校教育係（本庁☎

飯舘村大学修業一時金篤志奨学金制度のご案
この制度は、今春大学に入学または在学する大学生の保護者が、入学

一時金及び授業料・生活費等（

受した場合、正規の修業期間内における貸付金に係る利子の全額を村が

補助するも

あぶくま信用金庫です。

 なお、借入金は大学卒業後５年以内に、取り扱い金融機関との契約に

基づいて償還することになります。（正規の就業期間後の利子は保護者

負担となります。）

○申込方法…教育課

○申込締切…

問教育課学校教育係（本庁☎

午前９時～正午（受付は午前８時

１月 20
村では、

でお祝いしましょう！

○開催日…1

○場 所…飯舘中学校

○内 容…さだまさしさんコンサート

ージ発表、パフォーマンス書道など。

詳しくは、

総務課企画係（本庁☎

 

あなたが選ぶ
村では、「あなたが選ぶ村の

付けています。

で、ぜひ投票ください

投票方法…

村役場などに設置してある投票箱に投票してください。

○投票締切…

10 項目全て正解または、正解率が最も高い方に「いいたて村の道の駅ま

でい館」商品券５万円分プレゼント！そのほかにも素敵な景品が当たります！

10 大ニュースの結果は、１月

のつどい」で発表します！

総務課企画係（

新タブレット・イイタネちゃんお知らせアプリ体験会につい
村では、新タブレット及びタブレット・スマートフォン向けアプリ「イ

イタネちゃんお知らせアプリ」の体験会

ットの申込み受付も実施します。

タブレットやスマートフォン

事前の予約も不要となっています。皆さま

詳しくは、同封のチラシをご確認ください。

１月

午後１時30

１月

午後１時30

総務課企画係（

村では、向学を志す方

り就学困難と認められる方に対し、奨学金の貸し付けを行っています。

下記事項をご確認

○募集対象…高校・大学・短期大学・高等専門学校等に進学

○貸与月額…

○申込方法…

（申請書類は教育課窓口または村ホームページから取得してください。）

申込期日…

※詳細は 12

教育課学校教育係（本庁☎

飯舘村大学修業一時金篤志奨学金制度のご案
この制度は、今春大学に入学または在学する大学生の保護者が、入学

一時金及び授業料・生活費等（

受した場合、正規の修業期間内における貸付金に係る利子の全額を村が

補助するものです。

あぶくま信用金庫です。

なお、借入金は大学卒業後５年以内に、取り扱い金融機関との契約に

基づいて償還することになります。（正規の就業期間後の利子は保護者

負担となります。）

申込方法…教育課

○申込締切…

教育課学校教育係（本庁☎

午前９時～正午（受付は午前８時

20 日（日）
村では、いいたて新春のつど

でお祝いしましょう！

1 月 20

所…飯舘中学校

さだまさしさんコンサート

ージ発表、パフォーマンス書道など。

詳しくは、12 月５日号に

総務課企画係（本庁☎

あなたが選ぶ
村では、「あなたが選ぶ村の

付けています。正解率の高かった方には豪華賞品もご用意しています

で、ぜひ投票ください

方法…12 月５号同封の投票用紙・返信用封筒をご利用いただくか、

村役場などに設置してある投票箱に投票してください。

○投票締切…１月７日（月）まで

項目全て正解または、正解率が最も高い方に「いいたて村の道の駅ま

でい館」商品券５万円分プレゼント！そのほかにも素敵な景品が当たります！

大ニュースの結果は、１月

のつどい」で発表します！

総務課企画係（本庁

新タブレット・イイタネちゃんお知らせアプリ体験会につい
村では、新タブレット及びタブレット・スマートフォン向けアプリ「イ

イタネちゃんお知らせアプリ」の体験会

ットの申込み受付も実施します。

タブレットやスマートフォン

事前の予約も不要となっています。皆さま

詳しくは、同封のチラシをご確認ください。

日時

月 16 日（水

30分～午後

月 21 日（月

30分～午後

総務課企画係（本庁

飯舘村奨学生募集のご案内
向学を志す方

り就学困難と認められる方に対し、奨学金の貸し付けを行っています。

下記事項をご確認の上、お申し込みください。

○募集対象…高校・大学・短期大学・高等専門学校等に進学

現在、

○貸与月額…30,000

…申請書類をそろえ、教育課に提出してください。

（申請書類は教育課窓口または村ホームページから取得してください。）

…２月 15

12 月５月号

教育課学校教育係（本庁☎

飯舘村大学修業一時金篤志奨学金制度のご案
この制度は、今春大学に入学または在学する大学生の保護者が、入学

一時金及び授業料・生活費等（

受した場合、正規の修業期間内における貸付金に係る利子の全額を村が

のです。

あぶくま信用金庫です。

なお、借入金は大学卒業後５年以内に、取り扱い金融機関との契約に

基づいて償還することになります。（正規の就業期間後の利子は保護者

負担となります。）

申込方法…教育課

○申込締切…３月１日（金）まで

教育課学校教育係（本庁☎

午前９時～正午（受付は午前８時 30 分～午前

日（日） 開催！
いいたて新春のつど

でお祝いしましょう！多くの皆さまの参加をお待ちしています。

20 日（日）

所…飯舘中学校 

さだまさしさんコンサート

ージ発表、パフォーマンス書道など。

月５日号に

総務課企画係（本庁☎0244

あなたが選ぶ 10
村では、「あなたが選ぶ村の

正解率の高かった方には豪華賞品もご用意しています

で、ぜひ投票ください！ 

月５号同封の投票用紙・返信用封筒をご利用いただくか、

村役場などに設置してある投票箱に投票してください。

１月７日（月）まで

項目全て正解または、正解率が最も高い方に「いいたて村の道の駅ま

でい館」商品券５万円分プレゼント！そのほかにも素敵な景品が当たります！

大ニュースの結果は、１月

のつどい」で発表します！

本庁☎02

新タブレット・イイタネちゃんお知らせアプリ体験会につい
村では、新タブレット及びタブレット・スマートフォン向けアプリ「イ

イタネちゃんお知らせアプリ」の体験会

ットの申込み受付も実施します。

タブレットやスマートフォン

事前の予約も不要となっています。皆さま

詳しくは、同封のチラシをご確認ください。

日時 

日（水） 

分～午後３時

日（月） 

分～午後３時

本庁☎0244

飯舘村奨学生募集のご案内
向学を志す方で、

り就学困難と認められる方に対し、奨学金の貸し付けを行っています。

の上、お申し込みください。

○募集対象…高校・大学・短期大学・高等専門学校等に進学

、在学中の方

30,000円以内～

申請書類をそろえ、教育課に提出してください。

（申請書類は教育課窓口または村ホームページから取得してください。）

15 日（金）まで

５月号に同封

教育課学校教育係（本庁☎

飯舘村大学修業一時金篤志奨学金制度のご案
この制度は、今春大学に入学または在学する大学生の保護者が、入学

一時金及び授業料・生活費等（

受した場合、正規の修業期間内における貸付金に係る利子の全額を村が

のです。取り扱い金融機関は①ふくしま未来農業協同組合

あぶくま信用金庫です。 

なお、借入金は大学卒業後５年以内に、取り扱い金融機関との契約に

基づいて償還することになります。（正規の就業期間後の利子は保護者

負担となります。） 

申込方法…教育課にある申込書に必要事項を記入し申し込みください

３月１日（金）まで

教育課学校教育係（本庁☎

分～午前 11

開催！
いいたて新春のつどいを開催します。

多くの皆さまの参加をお待ちしています。

日（日）  午前９時

さだまさしさんコンサート

ージ発表、パフォーマンス書道など。

月５日号に同封したチラシをご覧ください。

0244-42

10 大ニュースは何ですか
村では、「あなたが選ぶ村の 10

正解率の高かった方には豪華賞品もご用意しています

 

月５号同封の投票用紙・返信用封筒をご利用いただくか、

村役場などに設置してある投票箱に投票してください。

１月７日（月）まで 

項目全て正解または、正解率が最も高い方に「いいたて村の道の駅ま

でい館」商品券５万円分プレゼント！そのほかにも素敵な景品が当たります！

大ニュースの結果は、１月 20

のつどい」で発表します！ 

0244-42-

新タブレット・イイタネちゃんお知らせアプリ体験会につい
村では、新タブレット及びタブレット・スマートフォン向けアプリ「イ

イタネちゃんお知らせアプリ」の体験会

ットの申込み受付も実施します。

タブレットやスマートフォンをお持ちでない方も自由に参加ができ、

事前の予約も不要となっています。皆さま

詳しくは、同封のチラシをご確認ください。

時30分 

時 30分 

0244-42-

飯舘村奨学生募集のご案内
で、村出身の学生生徒であり、経済的理由によ

り就学困難と認められる方に対し、奨学金の貸し付けを行っています。

の上、お申し込みください。

○募集対象…高校・大学・短期大学・高等専門学校等に進学

在学中の方 

円以内～60,000

申請書類をそろえ、教育課に提出してください。

（申請書類は教育課窓口または村ホームページから取得してください。）

日（金）まで 

同封した募集要項等をご覧ください。

教育課学校教育係（本庁☎0244

飯舘村大学修業一時金篤志奨学金制度のご案
この制度は、今春大学に入学または在学する大学生の保護者が、入学

一時金及び授業料・生活費等（50

受した場合、正規の修業期間内における貸付金に係る利子の全額を村が

取り扱い金融機関は①ふくしま未来農業協同組合

 

なお、借入金は大学卒業後５年以内に、取り扱い金融機関との契約に

基づいて償還することになります。（正規の就業期間後の利子は保護者

にある申込書に必要事項を記入し申し込みください

３月１日（金）まで 

教育課学校教育係（本庁☎0244

11 時 30

開催！ いいたて新春のつどい
いを開催します。

多くの皆さまの参加をお待ちしています。

午前９時 30

さだまさしさんコンサート、村 10

ージ発表、パフォーマンス書道など。 

同封したチラシをご覧ください。

42-1613）
 

大ニュースは何ですか
10 大ニュース・ベスト

正解率の高かった方には豪華賞品もご用意しています

月５号同封の投票用紙・返信用封筒をご利用いただくか、

村役場などに設置してある投票箱に投票してください。

項目全て正解または、正解率が最も高い方に「いいたて村の道の駅ま

でい館」商品券５万円分プレゼント！そのほかにも素敵な景品が当たります！

20 日（日）に開催する「いいたて新春

-1613）

新タブレット・イイタネちゃんお知らせアプリ体験会につい
村では、新タブレット及びタブレット・スマートフォン向けアプリ「イ

イタネちゃんお知らせアプリ」の体験会

ットの申込み受付も実施します。 

をお持ちでない方も自由に参加ができ、

事前の予約も不要となっています。皆さま

詳しくは、同封のチラシをご確認ください。

 

飯舘村交流ｾﾝﾀｰ

飯舘村草野字大師

 

松川第一仮設住宅

福島市松川町金沢字地蔵田

-1613）

飯舘村奨学生募集のご案内
村出身の学生生徒であり、経済的理由によ

り就学困難と認められる方に対し、奨学金の貸し付けを行っています。

の上、お申し込みください。

○募集対象…高校・大学・短期大学・高等専門学校等に進学

 

60,000円以内

申請書類をそろえ、教育課に提出してください。

（申請書類は教育課窓口または村ホームページから取得してください。）

 

した募集要項等をご覧ください。

0244-42-1631

飯舘村大学修業一時金篤志奨学金制度のご案
この制度は、今春大学に入学または在学する大学生の保護者が、入学

50 万円～

受した場合、正規の修業期間内における貸付金に係る利子の全額を村が

取り扱い金融機関は①ふくしま未来農業協同組合

なお、借入金は大学卒業後５年以内に、取り扱い金融機関との契約に

基づいて償還することになります。（正規の就業期間後の利子は保護者

にある申込書に必要事項を記入し申し込みください

0244-42-1631

30 分）☎

いいたて新春のつどい
いを開催します。

多くの皆さまの参加をお待ちしています。

30 分～ 開会式

10 大ニュース発表、小学生ステ

 

同封したチラシをご覧ください。

） 

大ニュースは何ですか
大ニュース・ベスト

正解率の高かった方には豪華賞品もご用意しています

月５号同封の投票用紙・返信用封筒をご利用いただくか、

村役場などに設置してある投票箱に投票してください。

項目全て正解または、正解率が最も高い方に「いいたて村の道の駅ま

でい館」商品券５万円分プレゼント！そのほかにも素敵な景品が当たります！

日（日）に開催する「いいたて新春

） 

新タブレット・イイタネちゃんお知らせアプリ体験会につい
村では、新タブレット及びタブレット・スマートフォン向けアプリ「イ

イタネちゃんお知らせアプリ」の体験会を開催します。当日は新タブレ

をお持ちでない方も自由に参加ができ、

事前の予約も不要となっています。皆さまのご参加をお待ちしています。

詳しくは、同封のチラシをご確認ください。 

飯舘村交流ｾﾝﾀｰ

飯舘村草野字大師

松川第一仮設住宅

福島市松川町金沢字地蔵田

） 

飯舘村奨学生募集のご案内
村出身の学生生徒であり、経済的理由によ

り就学困難と認められる方に対し、奨学金の貸し付けを行っています。

の上、お申し込みください。 

○募集対象…高校・大学・短期大学・高等専門学校等に進学

円以内 ※学校種別等で

申請書類をそろえ、教育課に提出してください。

（申請書類は教育課窓口または村ホームページから取得してください。）

した募集要項等をご覧ください。

1631） 

飯舘村大学修業一時金篤志奨学金制度のご案
この制度は、今春大学に入学または在学する大学生の保護者が、入学

万円～100 万円）を金融機関から借

受した場合、正規の修業期間内における貸付金に係る利子の全額を村が

取り扱い金融機関は①ふくしま未来農業協同組合

なお、借入金は大学卒業後５年以内に、取り扱い金融機関との契約に

基づいて償還することになります。（正規の就業期間後の利子は保護者

にある申込書に必要事項を記入し申し込みください

1631） 

分）☎0244-68

いいたて新春のつどい
いを開催します。新しい年の訪れを皆

多くの皆さまの参加をお待ちしています。

開会式 

大ニュース発表、小学生ステ

同封したチラシをご覧ください。

大ニュースは何ですか
大ニュース・ベスト 10

正解率の高かった方には豪華賞品もご用意しています

月５号同封の投票用紙・返信用封筒をご利用いただくか、

村役場などに設置してある投票箱に投票してください。

項目全て正解または、正解率が最も高い方に「いいたて村の道の駅ま

でい館」商品券５万円分プレゼント！そのほかにも素敵な景品が当たります！

日（日）に開催する「いいたて新春

新タブレット・イイタネちゃんお知らせアプリ体験会につい
村では、新タブレット及びタブレット・スマートフォン向けアプリ「イ

します。当日は新タブレ

をお持ちでない方も自由に参加ができ、

のご参加をお待ちしています。

場所 

飯舘村交流ｾﾝﾀ 「ーふれ愛館」

飯舘村草野字大師堂

松川第一仮設住宅 談話室

福島市松川町金沢字地蔵田

飯舘村奨学生募集のご案内
村出身の学生生徒であり、経済的理由によ

り就学困難と認められる方に対し、奨学金の貸し付けを行っています。

 

○募集対象…高校・大学・短期大学・高等専門学校等に進学

※学校種別等で

申請書類をそろえ、教育課に提出してください。

（申請書類は教育課窓口または村ホームページから取得してください。）

した募集要項等をご覧ください。

飯舘村大学修業一時金篤志奨学金制度のご案
この制度は、今春大学に入学または在学する大学生の保護者が、入学

万円）を金融機関から借

受した場合、正規の修業期間内における貸付金に係る利子の全額を村が

取り扱い金融機関は①ふくしま未来農業協同組合

なお、借入金は大学卒業後５年以内に、取り扱い金融機関との契約に

基づいて償還することになります。（正規の就業期間後の利子は保護者

にある申込書に必要事項を記入し申し込みください

68-2277 

いいたて新春のつどい
新しい年の訪れを皆

多くの皆さまの参加をお待ちしています。

 

大ニュース発表、小学生ステ

同封したチラシをご覧ください。 

大ニュースは何ですか
10」の投票を受け

正解率の高かった方には豪華賞品もご用意しています

月５号同封の投票用紙・返信用封筒をご利用いただくか、

村役場などに設置してある投票箱に投票してください。 

項目全て正解または、正解率が最も高い方に「いいたて村の道の駅ま

でい館」商品券５万円分プレゼント！そのほかにも素敵な景品が当たります！

日（日）に開催する「いいたて新春

新タブレット・イイタネちゃんお知らせアプリ体験会につい
村では、新タブレット及びタブレット・スマートフォン向けアプリ「イ

します。当日は新タブレ

をお持ちでない方も自由に参加ができ、

のご参加をお待ちしています。

 

「ふれ愛館」

堂 17 番地

談話室 

福島市松川町金沢字地蔵田１

飯舘村奨学生募集のご案内 

村出身の学生生徒であり、経済的理由によ

り就学困難と認められる方に対し、奨学金の貸し付けを行っています。

○募集対象…高校・大学・短期大学・高等専門学校等に進学する方及び

※学校種別等で異なります。

申請書類をそろえ、教育課に提出してください。

（申請書類は教育課窓口または村ホームページから取得してください。）

した募集要項等をご覧ください。

飯舘村大学修業一時金篤志奨学金制度のご案
この制度は、今春大学に入学または在学する大学生の保護者が、入学

万円）を金融機関から借

受した場合、正規の修業期間内における貸付金に係る利子の全額を村が

取り扱い金融機関は①ふくしま未来農業協同組合

なお、借入金は大学卒業後５年以内に、取り扱い金融機関との契約に

基づいて償還することになります。（正規の就業期間後の利子は保護者

にある申込書に必要事項を記入し申し込みください

 

いいたて新春のつどい
新しい年の訪れを皆

多くの皆さまの参加をお待ちしています。 

大ニュース発表、小学生ステ

 

大ニュースは何ですか？
の投票を受け

正解率の高かった方には豪華賞品もご用意しています

月５号同封の投票用紙・返信用封筒をご利用いただくか、

項目全て正解または、正解率が最も高い方に「いいたて村の道の駅ま

でい館」商品券５万円分プレゼント！そのほかにも素敵な景品が当たります！

日（日）に開催する「いいたて新春

新タブレット・イイタネちゃんお知らせアプリ体験会について
村では、新タブレット及びタブレット・スマートフォン向けアプリ「イ

します。当日は新タブレ

をお持ちでない方も自由に参加ができ、

のご参加をお待ちしています。

「ふれ愛館」研修室

番地 

１-１ 

村出身の学生生徒であり、経済的理由によ

り就学困難と認められる方に対し、奨学金の貸し付けを行っています。

する方及び

異なります。

申請書類をそろえ、教育課に提出してください。 

（申請書類は教育課窓口または村ホームページから取得してください。）

した募集要項等をご覧ください。 

飯舘村大学修業一時金篤志奨学金制度のご案内
この制度は、今春大学に入学または在学する大学生の保護者が、入学

万円）を金融機関から借

受した場合、正規の修業期間内における貸付金に係る利子の全額を村が

取り扱い金融機関は①ふくしま未来農業協同組合

なお、借入金は大学卒業後５年以内に、取り扱い金融機関との契約に

基づいて償還することになります。（正規の就業期間後の利子は保護者

にある申込書に必要事項を記入し申し込みください

いいたて新春のつどい 
新しい年の訪れを皆

大ニュース発表、小学生ステ

？ 
の投票を受け

正解率の高かった方には豪華賞品もご用意していますの

月５号同封の投票用紙・返信用封筒をご利用いただくか、

項目全て正解または、正解率が最も高い方に「いいたて村の道の駅ま

でい館」商品券５万円分プレゼント！そのほかにも素敵な景品が当たります！ 

日（日）に開催する「いいたて新春

 
村では、新タブレット及びタブレット・スマートフォン向けアプリ「イ

します。当日は新タブレ

をお持ちでない方も自由に参加ができ、

のご参加をお待ちしています。

研修室 

村出身の学生生徒であり、経済的理由によ

り就学困難と認められる方に対し、奨学金の貸し付けを行っています。

する方及び 

異なります。  

（申請書類は教育課窓口または村ホームページから取得してください。） 

内  

この制度は、今春大学に入学または在学する大学生の保護者が、入学

万円）を金融機関から借

受した場合、正規の修業期間内における貸付金に係る利子の全額を村が

取り扱い金融機関は①ふくしま未来農業協同組合②

なお、借入金は大学卒業後５年以内に、取り扱い金融機関との契約に

基づいて償還することになります。（正規の就業期間後の利子は保護者

にある申込書に必要事項を記入し申し込みください。  



○勤務条件等

○

○

○

※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

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…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

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 

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…随時受け付け

試 験 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

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

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

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

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…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

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

伊丹沢字山田

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

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

扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり

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 

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 

及び１cm

小字地内 

草野字大師堂地内 

深谷字大森地内 

山田地内 

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

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～ 

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

午前８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

/時です。

cm の高さで測定）

12 月

１ｍ

 0.26

0.34

 0.26

0.22

0.33

 0.28

0.18

0.17

0.14

 0.30

 0.16

0.30

0.30

0.35

1.85

0.45

0.15

0.39

0.34

0.22

cm の高さで測定）

12

１ｍ

 0.15

0.19

 0.11

0.24

0.26

0.15

0.09

0.25

0.18

0.16

0.22

0.20

0.12

 0.18

1.76

0.31

 0.14

0.17

 0.20

0.12

条件資格免許等 

介護福祉士 

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

時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 13 日（晴

ｍ １

0.26 0.32

0.34 0.31

0.26 0.24

0.22 0.19

0.33 0.31

0.28 0.27

0.18 0.20

0.17 0.17

0.14 0.12

0.30 0.31

0.16 0.19

0.30 0.28

0.30 0.35

0.35 0.39

1.85 2.31

0.45 0.38

0.15 0.15

0.39 0.43

0.34 0.31

0.22 0.21

の高さで測定）

12 月 13 日

１ｍ １

0.15 0.15

0.19 0.22

0.11 0.11

0.24 0.23

0.26 0.20

0.15 0.14

0.09 0.10

0.25 0.23

0.18 0.16

0.16 0.17

0.22 0.21

0.20 0.19

0.12 0.10

0.18 0.15

1.76 1.90

0.31 0.26

0.14 0.12

0.17 0.17

0.20 0.15

0.12 0.12

 採用

５名

 ５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） 12

１cｍ 

0.32 

0.31 

0.24 

0.19 

0.31 

0.27 

0.20 

0.17 

0.12 

0.31 

0.19 

0.28 

0.35 

0.39 

2.31 

0.38 

0.15 

0.43 

0.31 

0.21 

の高さで測定） 

日 

１cm １ｍ

0.15 0.16

0.22 0.22

0.11 0.11

0.23 0.25

0.20 0.24

0.14 0.17

0.10 0.11

0.23 0.28

0.16 0.21

0.17 0.18

0.21 0.24

0.19 0.20

0.10 0.13

0.15 0.19

1.90 1.91

0.26 0.36

0.12 0.15

0.17 0.20

0.15 0.18

0.12 0.13

採用人員 

５名 

５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

12月６日（雨

１ｍ 

0.32 

0.37 

0.32 

0.22 

0.36 

0.31 

0.20 

0.22 

0.17 

0.32 

0.21 

0.31 

0.32 

0.32 

2.04 

0.47 

0.19 

0.41 

0.39 

0.26 

12 月６

１ｍ 

0.16 

0.22 

0.11 

0.25 

0.24 

0.17 

0.11 

0.28 

0.21 

0.18 

0.24 

0.20 

0.13 

0.19 

1.91 

0.36 

0.15 

0.20 

0.18 

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） 

※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。 

６日（雨） 

１cm 

0.32 

0.39 

0.29 

0.20 

0.33 

0.29 

0.25 

0.23 

0.17 

0.36 

0.19 

0.29 

0.26 

0.35 

2.65 

0.40 

0.19 

0.44 

0.40 

0.29 

６日 

１cm 

0.16 

0.27 

0.11 

0.24 

0.22 

0.16 

0.10 

0.23 

0.19 

0.16 

0.19 

0.19 

0.11 

0.16 

2.09 

0.33 

0.14 

0.19 

0.17 

0.15 

勤務先 

いいたて

ホーム 

20

18

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢 

20 歳以上

18歳以上 

 

 

 

 

ボランティア募集！こども園児とだんご
村文化財愛好会

し交流」

お待ちしています。

○日 

○会 

※参加される方は、

申込・問

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

○日 

○会  

○内 

問福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

福島県と福島県立医科大学では、県民の皆様の健康を見守り、将来に

わたる健康増進に繋げていくため、平成

住民の方々を対象に健康診査を実施しています。

した県内の健診を平成

ご自身の健康状態を把握する機会ですので、ぜひ受診してください。

○対  

平成

16 歳以上で県内在住の方。かつ、平成

＊注意＊

○受診方法…医療機関での個別健診、または集団健診。詳しくは

問福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター（☎

「普通救命講習会」受講者を募集します！
突然目の前で人が倒れたとき、その場に居合わせた方々が心肺蘇生法

を行い

ー」第一走者はあなたです。ぜひ心肺蘇生法を身に付けましょう！

○講習内容…

・普通救命講習【Ⅰ】（成人

・普通救命講習【Ⅲ】

○開催日時及び募集期間

・普通救命講習【Ⅰ】２月

・普通救命講習【Ⅲ】２月

○募集期間…

○会  

○受 

申込・問

 一般社団法人

す。１年の初めに自分の好きな言葉や文章を１枚の色紙にしたためてみ

ませんか。（お子さんも参加可能です）

○日 

○場 

○講 

○参 

○準 

○申込締切…１月

※詳細については、ホームページ

ださい。

問一般

 

上 

 

ボランティア募集！こども園児とだんご
村文化財愛好会

し交流」を行います。

お待ちしています。

 時…１

 場…までいの里のこども園（

※参加される方は、

申込・問事務局担当

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。

 時…１

  場…福島市保健福祉センター５階

 容…新

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

福島県と福島県立医科大学では、県民の皆様の健康を見守り、将来に

わたる健康増進に繋げていくため、平成

住民の方々を対象に健康診査を実施しています。

した県内の健診を平成

ご自身の健康状態を把握する機会ですので、ぜひ受診してください。

  象 

平成 23 年の震災当時、避難区域等市町村の住民のうち、平成

歳以上で県内在住の方。かつ、平成

＊注意＊ 村の健康診査を既に受診している方は対象外です。

○受診方法…医療機関での個別健診、または集団健診。詳しくは

福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター（☎

「普通救命講習会」受講者を募集します！
突然目の前で人が倒れたとき、その場に居合わせた方々が心肺蘇生法

を行い AED

ー」第一走者はあなたです。ぜひ心肺蘇生法を身に付けましょう！

○講習内容…

普通救命講習【Ⅰ】（成人

普通救命講習【Ⅲ】

○開催日時及び募集期間

普通救命講習【Ⅰ】２月

普通救命講習【Ⅲ】２月

募集期間…

  場…南相馬市消防防災センター（南相馬消防署内）

 講 料…無料

申込・問南相馬消防署飯舘分署救急係（☎

一般社団法人

す。１年の初めに自分の好きな言葉や文章を１枚の色紙にしたためてみ

ませんか。（お子さんも参加可能です）

  時…

  所…吉井田学習センター

  師…長正

 加 費…

 備 物…書道の道具がある方はご持参ください

○申込締切…１月

※詳細については、ホームページ

ださい。 

一般社団法人いいたてネットワーク

ボランティア募集！こども園児とだんご
村文化財愛好会では、までいの里のこども園

を行います。

お待ちしています。

１月 15

までいの里のこども園（

※参加される方は、

事務局担当

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。

お友達とお誘い合わせのうえ、ご参加ください。

１月 23

場…福島市保健福祉センター５階

容…新福島芸能倶楽部ショー

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

県民健康調査のお知らせ
福島県と福島県立医科大学では、県民の皆様の健康を見守り、将来に

わたる健康増進に繋げていくため、平成

住民の方々を対象に健康診査を実施しています。

した県内の健診を平成

ご自身の健康状態を把握する機会ですので、ぜひ受診してください。

 

年の震災当時、避難区域等市町村の住民のうち、平成

歳以上で県内在住の方。かつ、平成

村の健康診査を既に受診している方は対象外です。

○受診方法…医療機関での個別健診、または集団健診。詳しくは

に郵送された案内をご覧ください。

福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター（☎

「普通救命講習会」受講者を募集します！
突然目の前で人が倒れたとき、その場に居合わせた方々が心肺蘇生法

AED を使うことで救命できる確率が高くなります。「救命のリレ

ー」第一走者はあなたです。ぜひ心肺蘇生法を身に付けましょう！

○講習内容…心肺蘇生法及び

普通救命講習【Ⅰ】（成人

普通救命講習【Ⅲ】

○開催日時及び募集期間

普通救命講習【Ⅰ】２月

普通救命講習【Ⅲ】２月

募集期間…２月 17

場…南相馬市消防防災センター（南相馬消防署内）

料…無料 

南相馬消防署飯舘分署救急係（☎

一般社団法人いいたてネットワークでは、大人の書初め教室を行いま

す。１年の初めに自分の好きな言葉や文章を１枚の色紙にしたためてみ

ませんか。（お子さんも参加可能です）

時…１月 20

所…吉井田学習センター

師…長正 

費…500 円

物…書道の道具がある方はご持参ください

で準備します）

○申込締切…１月 15

※詳細については、ホームページ

社団法人いいたてネットワーク

ボランティア募集！こども園児とだんご
では、までいの里のこども園

を行います。どなたでも

お待ちしています。 

15 日（火） 

までいの里のこども園（

※参加される方は、１月 10

事務局担当 佐藤俊雄

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。

お友達とお誘い合わせのうえ、ご参加ください。

23 日（水） 

場…福島市保健福祉センター５階

福島芸能倶楽部ショー

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

県民健康調査のお知らせ
福島県と福島県立医科大学では、県民の皆様の健康を見守り、将来に

わたる健康増進に繋げていくため、平成

住民の方々を対象に健康診査を実施しています。

した県内の健診を平成 31 年１月から３月まで行います。

ご自身の健康状態を把握する機会ですので、ぜひ受診してください。

年の震災当時、避難区域等市町村の住民のうち、平成

歳以上で県内在住の方。かつ、平成

村の健康診査を既に受診している方は対象外です。

○受診方法…医療機関での個別健診、または集団健診。詳しくは

に郵送された案内をご覧ください。

福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター（☎

「普通救命講習会」受講者を募集します！
突然目の前で人が倒れたとき、その場に居合わせた方々が心肺蘇生法

を使うことで救命できる確率が高くなります。「救命のリレ

ー」第一走者はあなたです。ぜひ心肺蘇生法を身に付けましょう！

心肺蘇生法及び

普通救命講習【Ⅰ】（成人

普通救命講習【Ⅲ】（乳幼児・

○開催日時及び募集期間                               

普通救命講習【Ⅰ】２月

普通救命講習【Ⅲ】２月

17 日（日）まで

場…南相馬市消防防災センター（南相馬消防署内）

 ○募集定員…

南相馬消防署飯舘分署救急係（☎

大人の書初め教室
いいたてネットワークでは、大人の書初め教室を行いま

す。１年の初めに自分の好きな言葉や文章を１枚の色紙にしたためてみ

ませんか。（お子さんも参加可能です）

20 日（日）

所…吉井田学習センター

 サツキ先生

円 

物…書道の道具がある方はご持参ください

で準備します）

15 日（火）午後３時まで下記へ電話申込み

※詳細については、ホームページ

社団法人いいたてネットワーク

ボランティア募集！こども園児とだんご
では、までいの里のこども園

どなたでも

 午前９

までいの里のこども園（

10 日（木

佐藤俊雄（☎

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。

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５階

福島芸能倶楽部ショー

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

県民健康調査のお知らせ
福島県と福島県立医科大学では、県民の皆様の健康を見守り、将来に

わたる健康増進に繋げていくため、平成

住民の方々を対象に健康診査を実施しています。

年１月から３月まで行います。

ご自身の健康状態を把握する機会ですので、ぜひ受診してください。

年の震災当時、避難区域等市町村の住民のうち、平成

歳以上で県内在住の方。かつ、平成

村の健康診査を既に受診している方は対象外です。

○受診方法…医療機関での個別健診、または集団健診。詳しくは

に郵送された案内をご覧ください。

福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター（☎

「普通救命講習会」受講者を募集します！
突然目の前で人が倒れたとき、その場に居合わせた方々が心肺蘇生法

を使うことで救命できる確率が高くなります。「救命のリレ

ー」第一走者はあなたです。ぜひ心肺蘇生法を身に付けましょう！

心肺蘇生法及びAED

普通救命講習【Ⅰ】（成人への心肺蘇生法、

乳幼児・小児

                               

普通救命講習【Ⅰ】２月 27 日（水）午後２時～午後５時（３時間）

普通救命講習【Ⅲ】２月 28 日（木）午後２時～午後５時（３時間）

日（日）まで 

場…南相馬市消防防災センター（南相馬消防署内）

○募集定員…

南相馬消防署飯舘分署救急係（☎

大人の書初め教室
いいたてネットワークでは、大人の書初め教室を行いま

す。１年の初めに自分の好きな言葉や文章を１枚の色紙にしたためてみ

ませんか。（お子さんも参加可能です）

日（日） 午前９時

所…吉井田学習センター

サツキ先生 

物…書道の道具がある方はご持参ください

で準備します） 

日（火）午後３時まで下記へ電話申込み

※詳細については、ホームページ

社団法人いいたてネットワーク

ボランティア募集！こども園児とだんご
では、までいの里のこども園

どなたでも参加できますので、たくさんの参加を

９時 15 分

までいの里のこども園（飯舘村伊丹沢字山田

木）までに

（☎090-4885

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。

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 分～

場…福島市保健福祉センター５階

福島芸能倶楽部ショー 

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

県民健康調査のお知らせ
福島県と福島県立医科大学では、県民の皆様の健康を見守り、将来に

わたる健康増進に繋げていくため、平成

住民の方々を対象に健康診査を実施しています。

年１月から３月まで行います。

ご自身の健康状態を把握する機会ですので、ぜひ受診してください。

年の震災当時、避難区域等市町村の住民のうち、平成

歳以上で県内在住の方。かつ、平成 30 年度に健診を受けていない方。

村の健康診査を既に受診している方は対象外です。

○受診方法…医療機関での個別健診、または集団健診。詳しくは

に郵送された案内をご覧ください。

福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター（☎

「普通救命講習会」受講者を募集します！
突然目の前で人が倒れたとき、その場に居合わせた方々が心肺蘇生法

を使うことで救命できる確率が高くなります。「救命のリレ

ー」第一走者はあなたです。ぜひ心肺蘇生法を身に付けましょう！

AEDの使用法を中心とした救命手当の習得

心肺蘇生法、

小児への

                               

日（水）午後２時～午後５時（３時間）

日（木）午後２時～午後５時（３時間）

 

場…南相馬市消防防災センター（南相馬消防署内）

○募集定員…30 名程度（先着順）

南相馬消防署飯舘分署救急係（☎

大人の書初め教室
いいたてネットワークでは、大人の書初め教室を行いま

す。１年の初めに自分の好きな言葉や文章を１枚の色紙にしたためてみ

ませんか。（お子さんも参加可能です）

午前９時 30

所…吉井田学習センター 和室（福島市仁井田字西川原１―１）

物…書道の道具がある方はご持参ください

日（火）午後３時まで下記へ電話申込み

※詳細については、ホームページ http://iitate

社団法人いいたてネットワーク 担当：佐藤

ボランティア募集！こども園児とだんご
では、までいの里のこども園で園児と一緒に

参加できますので、たくさんの参加を

分 現地

飯舘村伊丹沢字山田

に下記へご連絡ください。

4885-9266

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。

お友達とお誘い合わせのうえ、ご参加ください。

分～午前

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☎

県民健康調査のお知らせ
福島県と福島県立医科大学では、県民の皆様の健康を見守り、将来に

わたる健康増進に繋げていくため、平成 23 年当時

住民の方々を対象に健康診査を実施しています。

年１月から３月まで行います。

ご自身の健康状態を把握する機会ですので、ぜひ受診してください。

年の震災当時、避難区域等市町村の住民のうち、平成

年度に健診を受けていない方。

村の健康診査を既に受診している方は対象外です。

○受診方法…医療機関での個別健診、または集団健診。詳しくは

に郵送された案内をご覧ください。

福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター（☎

「普通救命講習会」受講者を募集します！
突然目の前で人が倒れたとき、その場に居合わせた方々が心肺蘇生法

を使うことで救命できる確率が高くなります。「救命のリレ

ー」第一走者はあなたです。ぜひ心肺蘇生法を身に付けましょう！

の使用法を中心とした救命手当の習得

心肺蘇生法、AED

への心肺蘇生法、

                               

日（水）午後２時～午後５時（３時間）

日（木）午後２時～午後５時（３時間）

場…南相馬市消防防災センター（南相馬消防署内）

名程度（先着順）

南相馬消防署飯舘分署救急係（☎0244

大人の書初め教室
いいたてネットワークでは、大人の書初め教室を行いま

す。１年の初めに自分の好きな言葉や文章を１枚の色紙にしたためてみ

ませんか。（お子さんも参加可能です） 

30 分～正午

和室（福島市仁井田字西川原１―１）

物…書道の道具がある方はご持参ください

日（火）午後３時まで下記へ電話申込み

http://iitate

担当：佐藤

ボランティア募集！こども園児とだんご
で園児と一緒に

参加できますので、たくさんの参加を

現地集合 

飯舘村伊丹沢字山田

下記へご連絡ください。

9266） 

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。

お友達とお誘い合わせのうえ、ご参加ください。

午前 11 時

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☎024

県民健康調査のお知らせ
福島県と福島県立医科大学では、県民の皆様の健康を見守り、将来に

年当時避難区域等市町村の

住民の方々を対象に健康診査を実施しています。16 歳以上の方を対象と

年１月から３月まで行います。

ご自身の健康状態を把握する機会ですので、ぜひ受診してください。

年の震災当時、避難区域等市町村の住民のうち、平成

年度に健診を受けていない方。

村の健康診査を既に受診している方は対象外です。

○受診方法…医療機関での個別健診、または集団健診。詳しくは

に郵送された案内をご覧ください。 

福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター（☎

「普通救命講習会」受講者を募集します！
突然目の前で人が倒れたとき、その場に居合わせた方々が心肺蘇生法

を使うことで救命できる確率が高くなります。「救命のリレ

ー」第一走者はあなたです。ぜひ心肺蘇生法を身に付けましょう！

の使用法を中心とした救命手当の習得

AED 使用法）

心肺蘇生法、

                               

日（水）午後２時～午後５時（３時間）

日（木）午後２時～午後５時（３時間）

場…南相馬市消防防災センター（南相馬消防署内）

名程度（先着順）

0244-42-0119

大人の書初め教室 
いいたてネットワークでは、大人の書初め教室を行いま

す。１年の初めに自分の好きな言葉や文章を１枚の色紙にしたためてみ

分～正午 

和室（福島市仁井田字西川原１―１）

物…書道の道具がある方はご持参ください。（無い方はこちら

日（火）午後３時まで下記へ電話申込み

http://iitate-network.org/

担当：佐藤（☎

ボランティア募集！こども園児とだんごさし交
で園児と一緒に

参加できますので、たくさんの参加を

飯舘村伊丹沢字山田 380 番地

下記へご連絡ください。

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。 

お友達とお誘い合わせのうえ、ご参加ください。 

時 30 分 

大会議室（福島市森合町

024-533-8881

県民健康調査のお知らせ 
福島県と福島県立医科大学では、県民の皆様の健康を見守り、将来に

避難区域等市町村の

歳以上の方を対象と

年１月から３月まで行います。 

ご自身の健康状態を把握する機会ですので、ぜひ受診してください。

年の震災当時、避難区域等市町村の住民のうち、平成

年度に健診を受けていない方。

村の健康診査を既に受診している方は対象外です。

○受診方法…医療機関での個別健診、または集団健診。詳しくは

福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター（☎024-

「普通救命講習会」受講者を募集します！
突然目の前で人が倒れたとき、その場に居合わせた方々が心肺蘇生法

を使うことで救命できる確率が高くなります。「救命のリレ

ー」第一走者はあなたです。ぜひ心肺蘇生法を身に付けましょう！

の使用法を中心とした救命手当の習得

使用法）  

心肺蘇生法、AED 使用法

                               

日（水）午後２時～午後５時（３時間）

日（木）午後２時～午後５時（３時間）

場…南相馬市消防防災センター（南相馬消防署内） 

名程度（先着順） 

0119） 

いいたてネットワークでは、大人の書初め教室を行いま

す。１年の初めに自分の好きな言葉や文章を１枚の色紙にしたためてみ

和室（福島市仁井田字西川原１―１）

。（無い方はこちら

日（火）午後３時まで下記へ電話申込みください。

network.org/

（☎070-2433

さし交流
で園児と一緒に「団子

参加できますので、たくさんの参加を

番地） 

下記へご連絡ください。 

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

 

大会議室（福島市森合町 10-

8881） 

福島県と福島県立医科大学では、県民の皆様の健康を見守り、将来に

避難区域等市町村の

歳以上の方を対象と

ご自身の健康状態を把握する機会ですので、ぜひ受診してください。

年の震災当時、避難区域等市町村の住民のうち、平成 30 年度に

年度に健診を受けていない方。

村の健康診査を既に受診している方は対象外です。 

○受診方法…医療機関での個別健診、または集団健診。詳しくは 12 月

-549-5130

「普通救命講習会」受講者を募集します！ 

突然目の前で人が倒れたとき、その場に居合わせた方々が心肺蘇生法

を使うことで救命できる確率が高くなります。「救命のリレ

ー」第一走者はあなたです。ぜひ心肺蘇生法を身に付けましょう！ 

の使用法を中心とした救命手当の習得

   

使用法） 

                               

日（水）午後２時～午後５時（３時間）

日（木）午後２時～午後５時（３時間）

 

いいたてネットワークでは、大人の書初め教室を行いま

す。１年の初めに自分の好きな言葉や文章を１枚の色紙にしたためてみ

和室（福島市仁井田字西川原１―１）

。（無い方はこちら

ください。

network.org/をご覧く

2433-7703

流 

団子さ

参加できますので、たくさんの参加を

 

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

-1） 

 

福島県と福島県立医科大学では、県民の皆様の健康を見守り、将来に

避難区域等市町村の

歳以上の方を対象と

ご自身の健康状態を把握する機会ですので、ぜひ受診してください。 

年度に 

年度に健診を受けていない方。 

月

5130） 

 

突然目の前で人が倒れたとき、その場に居合わせた方々が心肺蘇生法

を使うことで救命できる確率が高くなります。「救命のリレ

 

の使用法を中心とした救命手当の習得                                    

 

                               

日（水）午後２時～午後５時（３時間） 

日（木）午後２時～午後５時（３時間） 

いいたてネットワークでは、大人の書初め教室を行いま

す。１年の初めに自分の好きな言葉や文章を１枚の色紙にしたためてみ

和室（福島市仁井田字西川原１―１） 

。（無い方はこちら

ください。 

をご覧く 

7703） 

                                    

                               


