
 

 

 

 

 

 
 

 

の緊急時モニタリング検査を受ける必要があります。詳しくは農政第二

係までお問い合わせください。

問

支払った共益費について、次のとおり補助します。

○対象経費…平成

      

○補

○申請方法…用紙に記入・押印し、領収書など支払額が分かるものと、

      

○申請期限…

問

※生活支援係は、４月から本庁住民課で業務を行います。

すので、ぜひおいでください。本会議の開会時間は午前

◆

◆

◆

◆

○

問

○

○募集住宅

①

②大谷地団地

③飯野町団地

（①～③は平成

④臼石第２住宅

⑤笠石住宅

○家

○

○

※

問

獣害対策として、イノシシ柵・サル柵等資材を貸与します。

口にて申

○申込受付期限…

問

度の間、原則、

復興対策課にお越しいただき申込み手続きをお願いします。なお、電話

での申込みはお受けできません。

○申込

問

平成
４月より、村内産の農産物を出荷販売・譲渡する場合には、改めて県

の緊急時モニタリング検査を受ける必要があります。詳しくは農政第二

係までお問い合わせください。

問復興対策課農政第二

村では、借上げ住宅や公営住宅に避難されている方が平成

支払った共益費について、次のとおり補助します。

○対象経費…平成

      

○補 助 

○申請方法…用紙に記入・押印し、領収書など支払額が分かるものと、

      

○申請期限…

問住民課生活支援係（

※生活支援係は、４月から本庁住民課で業務を行います。

３月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定
３月議会定例会が下記日程で開催されます。

すので、ぜひおいでください。本会議の開会時間は午前

◆３月４日（月）‥‥‥‥‥‥‥‥

◆３月７日（木

◆３月 11

◆３月 19

○場  

問飯舘村議会事務局（本庁☎

村では、下記の住宅の入居者を募集します。

○対象者

○募集住宅

①桶地内団地

②大谷地団地

③飯野町団地

（①～③は平成

④臼石第２住宅

⑤笠石住宅

○家  

○敷  

○提出書

  

※随時受付となります。

問建設課建設管理係

イノシシ柵･サル柵の申込みについて
飯舘村営農再開推進協議会では

獣害対策として、イノシシ柵・サル柵等資材を貸与します。

申込みには、延長・仕様等を確認する必要があるため、復興対策課窓

口にて申

なお、資材は引渡しまでに約１･２か月かかります。

○申込受付期限…

問復興対策課農政第二係（

営農再開を予定している農地への地力回復対策として、平成

度の間、原則、

申込みには、堆肥を投入する農地の面積等を確認する必要があるため、

復興対策課にお越しいただき申込み手続きをお願いします。なお、電話

での申込みはお受けできません。

○申込受付…

問復興対策課農政第二係（

いいたてクリニックの診療日時

平成 31
４月より、村内産の農産物を出荷販売・譲渡する場合には、改めて県

の緊急時モニタリング検査を受ける必要があります。詳しくは農政第二

係までお問い合わせください。

復興対策課農政第二

共益費交付金事業のご案内
村では、借上げ住宅や公営住宅に避難されている方が平成

支払った共益費について、次のとおり補助します。

○対象経費…平成

      ※東電の賠償や県の家賃支援事業を受けている方は除く。

 額…支払った共益費の

○申請方法…用紙に記入・押印し、領収書など支払額が分かるものと、

振込先通帳の写しを添えて、生活支援係（松川事務所）へ

提出してください。

      申請用紙は、松川事務所と本庁住民課窓口にあります。

○申請期限…４月

住民課生活支援係（

※生活支援係は、４月から本庁住民課で業務を行います。

月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定
月議会定例会が下記日程で開催されます。

すので、ぜひおいでください。本会議の開会時間は午前

３月４日（月）‥‥‥‥‥‥‥‥

７日（木）・

11 日（月）・

19 日（火）‥‥‥‥‥‥‥‥･本会議（

   所‥‥‥

飯舘村議会事務局（本庁☎

村では、下記の住宅の入居者を募集します。

対象者… ①入居申込者及び同居する者が暴力団員でない方。

②税等の滞納がない方。

○募集住宅 

桶地内団地  平屋戸建２

②大谷地団地 
③飯野町団地  長屋２階建２

（①～③は平成

④臼石第２住宅 平屋長屋２

⑤笠石住宅   長屋２階建３

  賃…入居者の収入によって家賃が決まります。

  金…家賃の３か

提出書類…①申込書②所得のある方全員の

    ③家族全員の住民票

随時受付となります。

建設課建設管理係

イノシシ柵･サル柵の申込みについて
飯舘村営農再開推進協議会では

獣害対策として、イノシシ柵・サル柵等資材を貸与します。

申込みには、延長・仕様等を確認する必要があるため、復興対策課窓

口にて申し込みください。電話での申込みはお受けできません。

なお、資材は引渡しまでに約１･２か月かかります。

○申込受付期限…

復興対策課農政第二係（

 堆肥の申込みの受付けについて
営農再開を予定している農地への地力回復対策として、平成

度の間、原則、1

申込みには、堆肥を投入する農地の面積等を確認する必要があるため、

復興対策課にお越しいただき申込み手続きをお願いします。なお、電話

での申込みはお受けできません。

受付…平成

復興対策課農政第二係（

いいたてクリニックの診療日時

31 年度農産物の県緊急時モニタリング
４月より、村内産の農産物を出荷販売・譲渡する場合には、改めて県

の緊急時モニタリング検査を受ける必要があります。詳しくは農政第二

係までお問い合わせください。

復興対策課農政第二係（本庁☎

共益費交付金事業のご案内
村では、借上げ住宅や公営住宅に避難されている方が平成

支払った共益費について、次のとおり補助します。

○対象経費…平成 30 年４月分から平成

※東電の賠償や県の家賃支援事業を受けている方は除く。

額…支払った共益費の

○申請方法…用紙に記入・押印し、領収書など支払額が分かるものと、

振込先通帳の写しを添えて、生活支援係（松川事務所）へ

提出してください。

申請用紙は、松川事務所と本庁住民課窓口にあります。

４月 17 日（水）

住民課生活支援係（松川事務所

※生活支援係は、４月から本庁住民課で業務を行います。

月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定
月議会定例会が下記日程で開催されます。

すので、ぜひおいでください。本会議の開会時間は午前

３月４日（月）‥‥‥‥‥‥‥‥

）・８日（金

日（月）・12

（火）‥‥‥‥‥‥‥‥･本会議（

所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･

飯舘村議会事務局（本庁☎

村営住宅入居者募集
村では、下記の住宅の入居者を募集します。

①入居申込者及び同居する者が暴力団員でない方。

②税等の滞納がない方。

平屋戸建２

 長屋２階建３

長屋２階建２

（①～③は平成 23 年３月

平屋長屋２

長屋２階建３

入居者の収入によって家賃が決まります。

賃の３か

①申込書②所得のある方全員の

③家族全員の住民票

随時受付となります。

建設課建設管理係（本庁

イノシシ柵･サル柵の申込みについて
飯舘村営農再開推進協議会では

獣害対策として、イノシシ柵・サル柵等資材を貸与します。

申込みには、延長・仕様等を確認する必要があるため、復興対策課窓

込みください。電話での申込みはお受けできません。

なお、資材は引渡しまでに約１･２か月かかります。

○申込受付期限…平成 31

復興対策課農政第二係（

堆肥の申込みの受付けについて
営農再開を予定している農地への地力回復対策として、平成

1 圃場 1

申込みには、堆肥を投入する農地の面積等を確認する必要があるため、

復興対策課にお越しいただき申込み手続きをお願いします。なお、電話

での申込みはお受けできません。

平成 31 年４月１日

復興対策課農政第二係（

いいたてクリニックの診療日時

年度農産物の県緊急時モニタリング
４月より、村内産の農産物を出荷販売・譲渡する場合には、改めて県

の緊急時モニタリング検査を受ける必要があります。詳しくは農政第二

係までお問い合わせください。

係（本庁☎

共益費交付金事業のご案内
村では、借上げ住宅や公営住宅に避難されている方が平成

支払った共益費について、次のとおり補助します。

年４月分から平成

※東電の賠償や県の家賃支援事業を受けている方は除く。

額…支払った共益費の

○申請方法…用紙に記入・押印し、領収書など支払額が分かるものと、

振込先通帳の写しを添えて、生活支援係（松川事務所）へ

提出してください。

申請用紙は、松川事務所と本庁住民課窓口にあります。

日（水） 

松川事務所

※生活支援係は、４月から本庁住民課で業務を行います。

月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定
月議会定例会が下記日程で開催されます。

すので、ぜひおいでください。本会議の開会時間は午前

３月４日（月）‥‥‥‥‥‥‥‥

日（金）

12 日（火）・

（火）‥‥‥‥‥‥‥‥･本会議（

‥‥‥‥‥‥‥‥･

飯舘村議会事務局（本庁☎0244

村営住宅入居者募集
村では、下記の住宅の入居者を募集します。

①入居申込者及び同居する者が暴力団員でない方。

②税等の滞納がない方。

平屋戸建２LDK

長屋２階建３LDK

長屋２階建２LDK

年３月 11 日時点で村民であった方）

平屋長屋２LDK

長屋２階建３DK

入居者の収入によって家賃が決まります。

賃の３か月分を納入していただきます。

①申込書②所得のある方全員の

③家族全員の住民票

随時受付となります。村外に住宅を取得した方は応募できません。

（本庁☎0244

イノシシ柵･サル柵の申込みについて
飯舘村営農再開推進協議会では

獣害対策として、イノシシ柵・サル柵等資材を貸与します。

申込みには、延長・仕様等を確認する必要があるため、復興対策課窓

込みください。電話での申込みはお受けできません。

なお、資材は引渡しまでに約１･２か月かかります。

31 年 10

復興対策課農政第二係（本庁

堆肥の申込みの受付けについて
営農再開を予定している農地への地力回復対策として、平成

1 回に限り、申込みにより堆肥を配布します。

申込みには、堆肥を投入する農地の面積等を確認する必要があるため、

復興対策課にお越しいただき申込み手続きをお願いします。なお、電話

での申込みはお受けできません。

年４月１日

復興対策課農政第二係（本庁

いいたてクリニックの診療日時

年度農産物の県緊急時モニタリング
４月より、村内産の農産物を出荷販売・譲渡する場合には、改めて県

の緊急時モニタリング検査を受ける必要があります。詳しくは農政第二

係までお問い合わせください。 

係（本庁☎0244

共益費交付金事業のご案内
村では、借上げ住宅や公営住宅に避難されている方が平成

支払った共益費について、次のとおり補助します。

年４月分から平成

※東電の賠償や県の家賃支援事業を受けている方は除く。

額…支払った共益費の１/２（千円未満切り捨て）

○申請方法…用紙に記入・押印し、領収書など支払額が分かるものと、

振込先通帳の写しを添えて、生活支援係（松川事務所）へ

提出してください。 

申請用紙は、松川事務所と本庁住民課窓口にあります。

松川事務所☎024

※生活支援係は、４月から本庁住民課で業務を行います。

月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定
月議会定例会が下記日程で開催されます。

すので、ぜひおいでください。本会議の開会時間は午前

３月４日（月）‥‥‥‥‥‥‥‥‥

）‥‥‥

日（火）・14

（火）‥‥‥‥‥‥‥‥･本会議（

‥‥‥‥‥‥‥‥･

0244-42-

村営住宅入居者募集
村では、下記の住宅の入居者を募集します。

①入居申込者及び同居する者が暴力団員でない方。

②税等の滞納がない方。

LDK ２戸

LDK １戸

LDK ２

日時点で村民であった方）

LDK ６戸

DK ４戸

入居者の収入によって家賃が決まります。

月分を納入していただきます。

①申込書②所得のある方全員の

③家族全員の住民票、④納税証明書

村外に住宅を取得した方は応募できません。

0244-42-

イノシシ柵･サル柵の申込みについて
飯舘村営農再開推進協議会では、営農再開農地（見込地を含む）への

獣害対策として、イノシシ柵・サル柵等資材を貸与します。

申込みには、延長・仕様等を確認する必要があるため、復興対策課窓

込みください。電話での申込みはお受けできません。

なお、資材は引渡しまでに約１･２か月かかります。

10 月 31

本庁☎0244

堆肥の申込みの受付けについて
営農再開を予定している農地への地力回復対策として、平成

回に限り、申込みにより堆肥を配布します。

申込みには、堆肥を投入する農地の面積等を確認する必要があるため、

復興対策課にお越しいただき申込み手続きをお願いします。なお、電話

での申込みはお受けできません。  

年４月１日(月)から

本庁☎0244

いいたてクリニックの診療日時 毎週火・木曜日

 第

年度農産物の県緊急時モニタリング
４月より、村内産の農産物を出荷販売・譲渡する場合には、改めて県

の緊急時モニタリング検査を受ける必要があります。詳しくは農政第二

0244-42-1625

共益費交付金事業のご案内
村では、借上げ住宅や公営住宅に避難されている方が平成

支払った共益費について、次のとおり補助します。

年４月分から平成 31 年３月分までの共益費

※東電の賠償や県の家賃支援事業を受けている方は除く。

（千円未満切り捨て）

○申請方法…用紙に記入・押印し、領収書など支払額が分かるものと、

振込先通帳の写しを添えて、生活支援係（松川事務所）へ

申請用紙は、松川事務所と本庁住民課窓口にあります。

024-563-

※生活支援係は、４月から本庁住民課で業務を行います。

月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定
月議会定例会が下記日程で開催されます。

すので、ぜひおいでください。本会議の開会時間は午前

‥本会議（開会）

‥本会議（

14 日（木）…予算審査特別委員会

（火）‥‥‥‥‥‥‥‥･本会議（

‥‥‥‥‥‥‥‥･飯舘村役場２階議場

-1628）

村営住宅入居者募集
村では、下記の住宅の入居者を募集します。

①入居申込者及び同居する者が暴力団員でない方。

②税等の滞納がない方。 

２戸、 平屋戸建３

１戸 

２戸、戸建２階建３

日時点で村民であった方）

６戸 

４戸 

入居者の収入によって家賃が決まります。

月分を納入していただきます。

①申込書②所得のある方全員の

④納税証明書

村外に住宅を取得した方は応募できません。

-1624）

イノシシ柵･サル柵の申込みについて
、営農再開農地（見込地を含む）への

獣害対策として、イノシシ柵・サル柵等資材を貸与します。

申込みには、延長・仕様等を確認する必要があるため、復興対策課窓

込みください。電話での申込みはお受けできません。

なお、資材は引渡しまでに約１･２か月かかります。

31 日（木）まで

0244-42-1625

堆肥の申込みの受付けについて
営農再開を予定している農地への地力回復対策として、平成

回に限り、申込みにより堆肥を配布します。

申込みには、堆肥を投入する農地の面積等を確認する必要があるため、

復興対策課にお越しいただき申込み手続きをお願いします。なお、電話

から 

0244-42-1625

毎週火・木曜日

第 911 号 

年度農産物の県緊急時モニタリング
４月より、村内産の農産物を出荷販売・譲渡する場合には、改めて県

の緊急時モニタリング検査を受ける必要があります。詳しくは農政第二

1625） 

共益費交付金事業のご案内
村では、借上げ住宅や公営住宅に避難されている方が平成

支払った共益費について、次のとおり補助します。

年３月分までの共益費

※東電の賠償や県の家賃支援事業を受けている方は除く。

（千円未満切り捨て）

○申請方法…用紙に記入・押印し、領収書など支払額が分かるものと、

振込先通帳の写しを添えて、生活支援係（松川事務所）へ

申請用紙は、松川事務所と本庁住民課窓口にあります。

-5528）

※生活支援係は、４月から本庁住民課で業務を行います。

月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定
月議会定例会が下記日程で開催されます。どなたでも、傍聴できま

すので、ぜひおいでください。本会議の開会時間は午前

本会議（開会）

本会議（一般質問

日（木）…予算審査特別委員会

（火）‥‥‥‥‥‥‥‥･本会議（議案審議・閉会

飯舘村役場２階議場

） 
村営住宅入居者募集

村では、下記の住宅の入居者を募集します。 

①入居申込者及び同居する者が暴力団員でない方。

平屋戸建３LDK

戸建２階建３

日時点で村民であった方）

入居者の収入によって家賃が決まります。

月分を納入していただきます。

①申込書②所得のある方全員の平成 29

④納税証明書 

村外に住宅を取得した方は応募できません。

） 

イノシシ柵･サル柵の申込みについて
、営農再開農地（見込地を含む）への

獣害対策として、イノシシ柵・サル柵等資材を貸与します。

申込みには、延長・仕様等を確認する必要があるため、復興対策課窓

込みください。電話での申込みはお受けできません。

なお、資材は引渡しまでに約１･２か月かかります。

日（木）まで  

1625） 

堆肥の申込みの受付けについて
営農再開を予定している農地への地力回復対策として、平成

回に限り、申込みにより堆肥を配布します。

申込みには、堆肥を投入する農地の面積等を確認する必要があるため、

復興対策課にお越しいただき申込み手続きをお願いします。なお、電話

1625） 

毎週火・木曜日

 平成 3

年度農産物の県緊急時モニタリング
４月より、村内産の農産物を出荷販売・譲渡する場合には、改めて県

の緊急時モニタリング検査を受ける必要があります。詳しくは農政第二

共益費交付金事業のご案内 
村では、借上げ住宅や公営住宅に避難されている方が平成

支払った共益費について、次のとおり補助します。 

年３月分までの共益費

※東電の賠償や県の家賃支援事業を受けている方は除く。

（千円未満切り捨て）

○申請方法…用紙に記入・押印し、領収書など支払額が分かるものと、

振込先通帳の写しを添えて、生活支援係（松川事務所）へ

申請用紙は、松川事務所と本庁住民課窓口にあります。

） 

※生活支援係は、４月から本庁住民課で業務を行います。 

月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定
どなたでも、傍聴できま

すので、ぜひおいでください。本会議の開会時間は午前 10 時からです。

本会議（開会） 

般質問） 

日（木）…予算審査特別委員会

議案審議・閉会

飯舘村役場２階議場 

村営住宅入居者募集 

①入居申込者及び同居する者が暴力団員でない方。

LDK  

戸建２階建３LDK

日時点で村民であった方） 

入居者の収入によって家賃が決まります。 

月分を納入していただきます。 

29 年分所得証明書

村外に住宅を取得した方は応募できません。

イノシシ柵･サル柵の申込みについて
、営農再開農地（見込地を含む）への

獣害対策として、イノシシ柵・サル柵等資材を貸与します。

申込みには、延長・仕様等を確認する必要があるため、復興対策課窓

込みください。電話での申込みはお受けできません。

なお、資材は引渡しまでに約１･２か月かかります。 

 

堆肥の申込みの受付けについて
営農再開を予定している農地への地力回復対策として、平成

回に限り、申込みにより堆肥を配布します。

申込みには、堆肥を投入する農地の面積等を確認する必要があるため、

復興対策課にお越しいただき申込み手続きをお願いします。なお、電話

毎週火・木曜日 午前９時～正午（受付は午前８時

3１年３月

年度農産物の県緊急時モニタリング
４月より、村内産の農産物を出荷販売・譲渡する場合には、改めて県

の緊急時モニタリング検査を受ける必要があります。詳しくは農政第二

 
村では、借上げ住宅や公営住宅に避難されている方が平成 30 年度に

年３月分までの共益費 

※東電の賠償や県の家賃支援事業を受けている方は除く。

（千円未満切り捨て） 

○申請方法…用紙に記入・押印し、領収書など支払額が分かるものと、

振込先通帳の写しを添えて、生活支援係（松川事務所）へ

申請用紙は、松川事務所と本庁住民課窓口にあります。

 

月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定
どなたでも、傍聴できま

時からです。

 

日（木）…予算審査特別委員会

議案審議・閉会） 

 

①入居申込者及び同居する者が暴力団員でない方。 

 １戸 

LDK ５戸

年分所得証明書

村外に住宅を取得した方は応募できません。

イノシシ柵･サル柵の申込みについて  
、営農再開農地（見込地を含む）への

獣害対策として、イノシシ柵・サル柵等資材を貸与します。 

申込みには、延長・仕様等を確認する必要があるため、復興対策課窓

込みください。電話での申込みはお受けできません。 

堆肥の申込みの受付けについて 
営農再開を予定している農地への地力回復対策として、平成 29～

回に限り、申込みにより堆肥を配布します。 

申込みには、堆肥を投入する農地の面積等を確認する必要があるため、

復興対策課にお越しいただき申込み手続きをお願いします。なお、電話

午前９時～正午（受付は午前８時

月５日 

年度農産物の県緊急時モニタリング  
４月より、村内産の農産物を出荷販売・譲渡する場合には、改めて県

の緊急時モニタリング検査を受ける必要があります。詳しくは農政第二

年度に

 

※東電の賠償や県の家賃支援事業を受けている方は除く。 

○申請方法…用紙に記入・押印し、領収書など支払額が分かるものと、

振込先通帳の写しを添えて、生活支援係（松川事務所）へ

申請用紙は、松川事務所と本庁住民課窓口にあります。 

月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定 〕 
どなたでも、傍聴できま

時からです。 

日（木）…予算審査特別委員会 

 

 

戸 

年分所得証明書 

村外に住宅を取得した方は応募できません。 

 
、営農再開農地（見込地を含む）への

申込みには、延長・仕様等を確認する必要があるため、復興対策課窓

 

～32 年

 

申込みには、堆肥を投入する農地の面積等を確認する必要があるため、

復興対策課にお越しいただき申込み手続きをお願いします。なお、電話

午前９時～正午（受付は午前８時

３月
 村では、あたりまえの毎日の暮らしの大切さを伝えるために

３月

今年は、前日

ください。

○日時…

○場所…村交流センター

○内容…「あたりまえをありがたいと思う日」エピソード発表・表彰

    

当日、来られた方には

たくさんの皆さんのお越しをお待ちしております！
 

問総務課企画係（本庁☎

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 村教育委員会では、

○採用職種…

○業務内容…

○勤務場所…村スクールバス車庫

○勤務時間…午前６時～午後８

○委託料等

○応募資格…

    

○応募期限

○応募方法…

○選考試験…

問飯舘村教育委員会（本庁☎

〒960

 村教育委員会では、下記の臨時職員を募集します。

職  

募集人数

勤務場所

勤務時間

雇用期間

勤 務

給 与

○応募方法…

○募集締切…

○選考試験…

問飯舘村教育委員会（本庁☎

平成３１年度放課後児童クラブ（学童保育）入所児童募
村では、就労等により放課後

課後児童クラブ（学童保育）事業を実施します。

希望される方は下記のとおりお申込みください。

○対  

※長期休業中は平成

童も受け入れます。

○定  

○保育場所…飯舘中学校内（飯舘村伊丹沢字山田

○保育料等…無料。おやつ代も無料です。

○申 

○申込締切…

問飯舘村教育委員会

 

午前９時～正午（受付は午前８時

３月 11
村では、あたりまえの毎日の暮らしの大切さを伝えるために

３月 11 日を「あたりまえをありがたいと思う日」に制定しました。

今年は、前日

ください。

○日時…３月

○場所…村交流センター

○内容…「あたりまえをありがたいと思う日」エピソード発表・表彰

    歌手

当日、来られた方には

たくさんの皆さんのお越しをお待ちしております！

総務課企画係（本庁☎

 

飯舘村スクールバス運転手募集
村教育委員会では、

採用職種…

業務内容…

勤務場所…村スクールバス車庫

勤務時間…午前６時～午後８

○委託料等…

応募資格…

      

○応募期限…

応募方法…

選考試験…

飯舘村教育委員会（本庁☎

960-1892

村教育委員会では、下記の臨時職員を募集します。

   種 

募集人数 

勤務場所 

勤務時間 

雇用期間 

務 日 

与 等 

○応募方法…

○募集締切…

○選考試験…

飯舘村教育委員会（本庁☎

平成３１年度放課後児童クラブ（学童保育）入所児童募
村では、就労等により放課後

課後児童クラブ（学童保育）事業を実施します。

希望される方は下記のとおりお申込みください。

  象…村立小学校児童

※長期休業中は平成

童も受け入れます。

  員…

○保育場所…飯舘中学校内（飯舘村伊丹沢字山田

○保育料等…無料。おやつ代も無料です。

 込 先…村教育委員会・小学校・学童保育へお申込みください。

○申込締切…

飯舘村教育委員会

午前９時～正午（受付は午前８時

11 日は、「あたりまえをありがたいと思う日
村では、あたりまえの毎日の暮らしの大切さを伝えるために

日を「あたりまえをありがたいと思う日」に制定しました。

今年は、前日 10

ください。 

３月 10 日（日）

○場所…村交流センター

○内容…「あたりまえをありがたいと思う日」エピソード発表・表彰

歌手 坂本九さんの長女

当日、来られた方には

たくさんの皆さんのお越しをお待ちしております！

総務課企画係（本庁☎

飯舘村スクールバス運転手募集
村教育委員会では、

採用職種…スクールバス運転手（委託）

業務内容…スクールバス運転業務及び車両整備業務

勤務場所…村スクールバス車庫

勤務時間…午前６時～午後８

…村規定による

応募資格…①大型Ⅰ種以上の免許を保有し運転経験のある者

  ②平成

…３月 15

応募方法…①履歴書②運転免許証のコピー③健康診断書（成人病検診

結果通知で可）を飯舘村教育委員会へ持参又は郵送

選考試験…面接試験、実技試験を行います。

飯舘村教育委員会（本庁☎

1892 飯舘村伊丹沢字伊丹沢

臨時職員募集のお知らせ
村教育委員会では、下記の臨時職員を募集します。

スクールバス助手

 

 村スクールバス車庫

 
午前６時～

（休憩時間有）

 平成

 
（年間

 

○応募方法…飯舘村教育委員会に履歴書を提出（郵送可）

〒960

○募集締切…３月 15

○選考試験…面接試験を実施（試験期日は応募者に通知）

飯舘村教育委員会（本庁☎

平成３１年度放課後児童クラブ（学童保育）入所児童募
村では、就労等により放課後

課後児童クラブ（学童保育）事業を実施します。

希望される方は下記のとおりお申込みください。

象…村立小学校児童

※長期休業中は平成

童も受け入れます。

員…20 名程度

○保育場所…飯舘中学校内（飯舘村伊丹沢字山田

○保育料等…無料。おやつ代も無料です。

先…村教育委員会・小学校・学童保育へお申込みください。

○申込締切…３月 20

飯舘村教育委員会

午前９時～正午（受付は午前８時 30 分～午前

日は、「あたりまえをありがたいと思う日
村では、あたりまえの毎日の暮らしの大切さを伝えるために

日を「あたりまえをありがたいと思う日」に制定しました。

10 日に下記のイベントを開催しますのでどうぞお越し

日（日） 午後１時～

○場所…村交流センター 

○内容…「あたりまえをありがたいと思う日」エピソード発表・表彰

坂本九さんの長女

当日、来られた方にはクリスマスローズ（鉢植え）をプレゼント

たくさんの皆さんのお越しをお待ちしております！

総務課企画係（本庁☎0244

飯舘村スクールバス運転手募集
村教育委員会では、スクールバス運転手（委託）を募集します。

スクールバス運転手（委託）

スクールバス運転業務及び車両整備業務

勤務場所…村スクールバス車庫

勤務時間…午前６時～午後８

村規定による

①大型Ⅰ種以上の免許を保有し運転経験のある者

②平成 31 年４月１日現在で満

15 日（金

①履歴書②運転免許証のコピー③健康診断書（成人病検診

結果通知で可）を飯舘村教育委員会へ持参又は郵送

面接試験、実技試験を行います。

飯舘村教育委員会（本庁☎

飯舘村伊丹沢字伊丹沢

臨時職員募集のお知らせ
村教育委員会では、下記の臨時職員を募集します。

スクールバス助手

１名

村スクールバス車庫

午前６時～

（休憩時間有）

平成 31 年４月１日～

学校開催日

（年間 250

飯舘村教育委員会に履歴書を提出（郵送可）

960-1892 

15 日（金）

面接試験を実施（試験期日は応募者に通知）

飯舘村教育委員会（本庁☎

平成３１年度放課後児童クラブ（学童保育）入所児童募
村では、就労等により放課後

課後児童クラブ（学童保育）事業を実施します。

希望される方は下記のとおりお申込みください。

象…村立小学校児童

※長期休業中は平成23年３月

童も受け入れます。 

名程度 

○保育場所…飯舘中学校内（飯舘村伊丹沢字山田

○保育料等…無料。おやつ代も無料です。

先…村教育委員会・小学校・学童保育へお申込みください。

20 日（水）

飯舘村教育委員会（本庁☎

分～午前 11

日は、「あたりまえをありがたいと思う日
村では、あたりまえの毎日の暮らしの大切さを伝えるために

日を「あたりまえをありがたいと思う日」に制定しました。

日に下記のイベントを開催しますのでどうぞお越し

午後１時～

 ふれ愛館

○内容…「あたりまえをありがたいと思う日」エピソード発表・表彰

坂本九さんの長女 

クリスマスローズ（鉢植え）をプレゼント

たくさんの皆さんのお越しをお待ちしております！

0244-42

飯舘村スクールバス運転手募集
スクールバス運転手（委託）を募集します。

スクールバス運転手（委託）

スクールバス運転業務及び車両整備業務

勤務場所…村スクールバス車庫

勤務時間…午前６時～午後８時（休憩時間有）

村規定による 

①大型Ⅰ種以上の免許を保有し運転経験のある者

年４月１日現在で満

日（金） 必着

①履歴書②運転免許証のコピー③健康診断書（成人病検診

結果通知で可）を飯舘村教育委員会へ持参又は郵送

面接試験、実技試験を行います。

飯舘村教育委員会（本庁☎0244

飯舘村伊丹沢字伊丹沢

臨時職員募集のお知らせ
村教育委員会では、下記の臨時職員を募集します。

スクールバス助手

１名 

村スクールバス車庫

午前６時～午後８

（休憩時間有）

年４月１日～

学校開催日 

0 日程度）

飯舘村教育委員会に履歴書を提出（郵送可）

 飯舘村伊丹沢字伊丹沢

日（金） 必着

面接試験を実施（試験期日は応募者に通知）

飯舘村教育委員会（本庁☎0244

平成３１年度放課後児童クラブ（学童保育）入所児童募
村では、就労等により放課後に

課後児童クラブ（学童保育）事業を実施します。

希望される方は下記のとおりお申込みください。

象…村立小学校児童 

年３月11

○保育場所…飯舘中学校内（飯舘村伊丹沢字山田

○保育料等…無料。おやつ代も無料です。

先…村教育委員会・小学校・学童保育へお申込みください。

日（水） 

（本庁☎0244

11 時 30

日は、「あたりまえをありがたいと思う日
村では、あたりまえの毎日の暮らしの大切さを伝えるために

日を「あたりまえをありがたいと思う日」に制定しました。

日に下記のイベントを開催しますのでどうぞお越し

午後１時～ 

ふれ愛館 

○内容…「あたりまえをありがたいと思う日」エピソード発表・表彰

 大島 花子さん

クリスマスローズ（鉢植え）をプレゼント

たくさんの皆さんのお越しをお待ちしております！

42-1613）

  

 
 

飯舘村スクールバス運転手募集
スクールバス運転手（委託）を募集します。

スクールバス運転手（委託）

スクールバス運転業務及び車両整備業務

勤務場所…村スクールバス車庫 

時（休憩時間有）

①大型Ⅰ種以上の免許を保有し運転経験のある者

年４月１日現在で満

必着 

①履歴書②運転免許証のコピー③健康診断書（成人病検診

結果通知で可）を飯舘村教育委員会へ持参又は郵送

面接試験、実技試験を行います。

0244-42-1631

飯舘村伊丹沢字伊丹沢 580

臨時職員募集のお知らせ
村教育委員会では、下記の臨時職員を募集します。

スクールバス助手 

村スクールバス車庫 

午後８時 

（休憩時間有） 

年４月１日～平成

 

日程度） 

村規定による

飯舘村教育委員会に履歴書を提出（郵送可）

飯舘村伊丹沢字伊丹沢

必着 

面接試験を実施（試験期日は応募者に通知）

0244-42-1631

平成３１年度放課後児童クラブ（学童保育）入所児童募
に保護者が家庭にいない児童に対し、放

課後児童クラブ（学童保育）事業を実施します。

希望される方は下記のとおりお申込みください。

11日に村に住所を有していた保護者の児

○保育場所…飯舘中学校内（飯舘村伊丹沢字山田

○保育料等…無料。おやつ代も無料です。

先…村教育委員会・小学校・学童保育へお申込みください。

0244-42-1631

30 分）☎

日は、「あたりまえをありがたいと思う日
村では、あたりまえの毎日の暮らしの大切さを伝えるために

日を「あたりまえをありがたいと思う日」に制定しました。

日に下記のイベントを開催しますのでどうぞお越し

○内容…「あたりまえをありがたいと思う日」エピソード発表・表彰

花子さん

クリスマスローズ（鉢植え）をプレゼント

たくさんの皆さんのお越しをお待ちしております！

） 

飯舘村スクールバス運転手募集
スクールバス運転手（委託）を募集します。

スクールバス運転手（委託） １名（通年雇用）

スクールバス運転業務及び車両整備業務

時（休憩時間有）

①大型Ⅰ種以上の免許を保有し運転経験のある者

年４月１日現在で満 55 歳未満の者

①履歴書②運転免許証のコピー③健康診断書（成人病検診

結果通知で可）を飯舘村教育委員会へ持参又は郵送

面接試験、実技試験を行います。 

1631） 

580-1 

臨時職員募集のお知らせ
村教育委員会では、下記の臨時職員を募集します。

こども園

※資格保有者

までいの里のこども園

午前７時～午後７時

平成 32 年３月

(

村規定による

飯舘村教育委員会に履歴書を提出（郵送可）

飯舘村伊丹沢字伊丹沢

面接試験を実施（試験期日は応募者に通知）

1631） 

平成３１年度放課後児童クラブ（学童保育）入所児童募
保護者が家庭にいない児童に対し、放

課後児童クラブ（学童保育）事業を実施します。

希望される方は下記のとおりお申込みください。

日に村に住所を有していた保護者の児

○保育場所…飯舘中学校内（飯舘村伊丹沢字山田

○保育料等…無料。おやつ代も無料です。 

先…村教育委員会・小学校・学童保育へお申込みください。

1631） 

分）☎0244-68

日は、「あたりまえをありがたいと思う日
村では、あたりまえの毎日の暮らしの大切さを伝えるために

日を「あたりまえをありがたいと思う日」に制定しました。

日に下記のイベントを開催しますのでどうぞお越し

○内容…「あたりまえをありがたいと思う日」エピソード発表・表彰

花子さん ミニコンサート

クリスマスローズ（鉢植え）をプレゼント

たくさんの皆さんのお越しをお待ちしております！ 

飯舘村スクールバス運転手募集
スクールバス運転手（委託）を募集します。

１名（通年雇用）

スクールバス運転業務及び車両整備業務 

時（休憩時間有） 

①大型Ⅰ種以上の免許を保有し運転経験のある者

歳未満の者

①履歴書②運転免許証のコピー③健康診断書（成人病検診

結果通知で可）を飯舘村教育委員会へ持参又は郵送

 

臨時職員募集のお知らせ
村教育委員会では、下記の臨時職員を募集します。 

こども園

※資格保有者

２名

までいの里のこども園

午前７時～午後７時

（シフト制）

年３月 31 日（継続あり）

園開催日

(年間 250

村規定による 

飯舘村教育委員会に履歴書を提出（郵送可）

飯舘村伊丹沢字伊丹沢 580-

面接試験を実施（試験期日は応募者に通知）

平成３１年度放課後児童クラブ（学童保育）入所児童募
保護者が家庭にいない児童に対し、放

課後児童クラブ（学童保育）事業を実施します。 

希望される方は下記のとおりお申込みください。 

日に村に住所を有していた保護者の児

○保育場所…飯舘中学校内（飯舘村伊丹沢字山田 380）

先…村教育委員会・小学校・学童保育へお申込みください。

68-2277 

日は、「あたりまえをありがたいと思う日
村では、あたりまえの毎日の暮らしの大切さを伝えるために

日を「あたりまえをありがたいと思う日」に制定しました。

日に下記のイベントを開催しますのでどうぞお越し

○内容…「あたりまえをありがたいと思う日」エピソード発表・表彰

ミニコンサート

クリスマスローズ（鉢植え）をプレゼントいたします。

飯舘村スクールバス運転手募集 

スクールバス運転手（委託）を募集します。

１名（通年雇用）

 

①大型Ⅰ種以上の免許を保有し運転経験のある者

歳未満の者 

①履歴書②運転免許証のコピー③健康診断書（成人病検診

結果通知で可）を飯舘村教育委員会へ持参又は郵送

臨時職員募集のお知らせ 

 

こども園 保育教諭

※資格保有者 優遇

２名 

までいの里のこども園

午前７時～午後７時

（シフト制）

日（継続あり）

園開催日 

250 日程度

飯舘村教育委員会に履歴書を提出（郵送可） 

-1 

面接試験を実施（試験期日は応募者に通知） 

平成３１年度放課後児童クラブ（学童保育）入所児童募
保護者が家庭にいない児童に対し、放

日に村に住所を有していた保護者の児

） 

先…村教育委員会・小学校・学童保育へお申込みください。

 

日は、「あたりまえをありがたいと思う日」
村では、あたりまえの毎日の暮らしの大切さを伝えるために 

日を「あたりまえをありがたいと思う日」に制定しました。

日に下記のイベントを開催しますのでどうぞお越し

○内容…「あたりまえをありがたいと思う日」エピソード発表・表彰

ミニコンサート 他

いたします。

 

スクールバス運転手（委託）を募集します。 

１名（通年雇用） 

①大型Ⅰ種以上の免許を保有し運転経験のある者 

①履歴書②運転免許証のコピー③健康診断書（成人病検診

結果通知で可）を飯舘村教育委員会へ持参又は郵送 

保育教諭 

優遇 

までいの里のこども園 

午前７時～午後７時 

（シフト制） 

日（継続あり）

 

日程度) 

平成３１年度放課後児童クラブ（学童保育）入所児童募集
保護者が家庭にいない児童に対し、放

日に村に住所を有していた保護者の児

先…村教育委員会・小学校・学童保育へお申込みください。

」 

日を「あたりまえをありがたいと思う日」に制定しました。 

日に下記のイベントを開催しますのでどうぞお越し

○内容…「あたりまえをありがたいと思う日」エピソード発表・表彰 

他 

いたします。

①履歴書②運転免許証のコピー③健康診断書（成人病検診 

日（継続あり） 

集  

保護者が家庭にいない児童に対し、放

日に村に住所を有していた保護者の児

先…村教育委員会・小学校・学童保育へお申込みください。 



○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）

２月

１ｍ

 0.33

0.34

 0.27

0.23

0.35

 0.29

0.18

0.22

0.15

 0.33

 0.17

0.33

0.29

0.33

1.85

0.44

0.17

0.38

0.33

0.21

cm の高さで測定）

２

１ｍ

 0.16

0.22

 0.10

0.25

0.26

0.16

0.11

0.29

0.19

0.18

0.21

0.20

0.11

 0.16

1.77

0.28

 0.15

0.19

 0.17

0.11

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 21 日（晴

ｍ １

0.33 0.41

0.34 0.34

0.27 0.22

0.23 0.19

0.35 0.34

0.29 0.27

0.18 0.14

0.22 0.21

0.15 0.13

0.33 0.35

0.17 0.15

0.33 0.30

0.29 0.25

0.33 0.31

1.85 2.50

0.44 0.38

0.17 0.16

0.38 0.40

0.33 0.30

0.21 0.22

の高さで測定）

２月 21 日

１ｍ １

0.16 0.17

0.22 0.25

0.10 0.10

0.25 0.24

0.26 0.20

0.16 0.15

0.11 0.12

0.29 0.26

0.19 0.21

0.18 0.19

0.21 0.19

0.20 0.20

0.11 0.10

0.16 0.14

1.77 1.91

0.28 0.29

0.15 0.13

0.19 0.17

0.17 0.15

0.11 0.11

 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） ２

１cｍ 

0.41 

0.34 

0.22 

0.19 

0.34 

0.27 

0.14 

0.21 

0.13 

0.35 

0.15 

0.30 

0.25 

0.31 

2.50 

0.38 

0.16 

0.40 

0.30 

0.22 

の高さで測定） 

日 

１cm 

0.17 

0.25 

0.10 

0.24 

0.20 

0.15 

0.12 

0.26 

0.21 

0.19 

0.19 

0.20 

0.10 

0.14 

1.91 

0.29 

0.13 

0.17 

0.15 

0.11 

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

２月７日（晴

１ｍ 

0.29 

0.30 

0.25 

0.22 

0.33 

0.26 

0.19 

0.22 

0.14 

0.34 

0.20 

0.28 

0.29 

0.35 

1.81 

0.43 

0.15 

0.38 

0.32 

0.22 

２月７

１ｍ 

0.12 

0.20 

0.11 

0.24 

0.27 

0.15 

0.13 

0.22 

0.18 

0.17 

0.24 

0.19 

0.12 

0.17 

1.70 

0.34 

0.15 

0.18 

0.18 

0.10 

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。 

７日（晴） 

１cm 

0.28 

0.31 

0.20 

0.18 

0.32 

0.23 

0.16 

0.20 

0.13 

0.37 

0.17 

0.29 

0.27 

0.38 

2.17 

0.37 

0.16 

0.42 

0.30 

0.19 

７日 

１cm 

0.14 

0.21 

0.12 

0.24 

0.19 

0.14 

0.12 

0.20 

0.18 

0.15 

0.21 

0.18 

0.12 

0.15 

1.81 

0.35 

0.13 

0.17 

0.16 

0.12 

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 

 

 

 

 

村では、スポーツ公園の臨時職員を募集します。

○勤務場所…いいたてスポーツ公園又は飯舘村交流センター

○募集人員…１名（生涯スポーツに興味・関心がある方）

○雇用期間…

○勤務時間…月～金

○賃 

○応募方法…履歴書を飯舘村教育委員会生涯学習課へ持参又は郵送

〒960

○募集期間…

○試験方法…個別に連絡します。

問生涯学習課

平成

利用期限となっています。期限内のご利用をお願いいたします。

問地域包括支援センター（いちばん館内☎

村社会福祉協議会では、要支援および要介護者の認定を受けている家

族を自宅で介護している方を対象に、介護者同士が交流を深め、リフレ

ッシュする場を提供します。気軽に参加してください。

○日 

○場 

○内 

○申込み…

問飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（☎

村社会福祉協議会では、

さんの参加をお待ちしています。前号でお知らせした日程が

合で一部

３月

３月

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家

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☎

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。

３月

午前

申込・

 一般社団法人いいたてネットワーク（代表横山秀人）では、お茶会（い

いたて交流カフェ）を開催します。お気軽にご参加ください。

第１回

○日  

〇場  

〇参 

 

第２回

○日  

〇場  

〇参 

※どちらも申込締め切りは、

※詳細は、ホームページ

問一般社団法人いいたてネットワーク

上 

 

村では、スポーツ公園の臨時職員を募集します。

○勤務場所…いいたてスポーツ公園又は飯舘村交流センター

○募集人員…１名（生涯スポーツに興味・関心がある方）

○雇用期間…

○勤務時間…月～金

 金 等…飯舘村規程による

○応募方法…履歴書を飯舘村教育委員会生涯学習課へ持参又は郵送

960-1801

○募集期間…

○試験方法…個別に連絡します。

生涯学習課

紙おむつクーポン券をご利用の皆様へ
平成 30 年度の紙おむつクーポン券は、

利用期限となっています。期限内のご利用をお願いいたします。

地域包括支援センター（いちばん館内☎

「家族介護者交流のつどい」
村社会福祉協議会では、要支援および要介護者の認定を受けている家

族を自宅で介護している方を対象に、介護者同士が交流を深め、リフレ

ッシュする場を提供します。気軽に参加してください。

 時…３月

 所…いちばん館（多目的ホール）

 容…ピラティスとハーバリュウム作りを楽しもう

○申込み…３月

でお申し込みください。

飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（☎

お茶のみ会
村社会福祉協議会では、

さんの参加をお待ちしています。前号でお知らせした日程が

合で一部変更になっていますので、ご確認ください。

開催日

月 15 日（金

月 22 日（金

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家

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…３

  場…ウエディング

 容…音楽療法

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 

月 12 日（火）

午前 10 時～

申込・問代表世話人

お茶会（いいたて交流カフェ）のお知らせ
一般社団法人いいたてネットワーク（代表横山秀人）では、お茶会（い

いたて交流カフェ）を開催します。お気軽にご参加ください。

第１回 お茶会「信夫山文庫で待っています。」

  時…

  所…本カフェ信夫山文庫（福島市大明神

 加 費…

第２回 お茶会「椏久里で会いましょう。」

  時…

  所…椏久里珈琲福島店（福島市東中央

 加 費…

※どちらも申込締め切りは、

※詳細は、ホームページ

一般社団法人いいたてネットワーク

スポーツ公園（臨時職員）募集
村では、スポーツ公園の臨時職員を募集します。

○勤務場所…いいたてスポーツ公園又は飯舘村交流センター

○募集人員…１名（生涯スポーツに興味・関心がある方）

○雇用期間…４月１日～平成

○勤務時間…月～金

等…飯舘村規程による

○応募方法…履歴書を飯舘村教育委員会生涯学習課へ持参又は郵送

1801 飯舘村草野字大師堂

○募集期間…３月 15

○試験方法…個別に連絡します。

生涯学習課（交流センターふれ愛館☎

紙おむつクーポン券をご利用の皆様へ
年度の紙おむつクーポン券は、

利用期限となっています。期限内のご利用をお願いいたします。

地域包括支援センター（いちばん館内☎

「家族介護者交流のつどい」
村社会福祉協議会では、要支援および要介護者の認定を受けている家

族を自宅で介護している方を対象に、介護者同士が交流を深め、リフレ

ッシュする場を提供します。気軽に参加してください。

３月 19

いちばん館（多目的ホール）

ピラティスとハーバリュウム作りを楽しもう

３月 15

でお申し込みください。

飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（☎

お茶のみ会
村社会福祉協議会では、

さんの参加をお待ちしています。前号でお知らせした日程が

変更になっていますので、ご確認ください。

開催日 

日（金） 福島市

杉妻学習センター日（金） 

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家

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。

３月 27

場…ウエディング

音楽療法

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（火） 

時～ 

代表世話人

お茶会（いいたて交流カフェ）のお知らせ
一般社団法人いいたてネットワーク（代表横山秀人）では、お茶会（い

いたて交流カフェ）を開催します。お気軽にご参加ください。

お茶会「信夫山文庫で待っています。」

時…３月 18

所…本カフェ信夫山文庫（福島市大明神

費…500 円

お茶会「椏久里で会いましょう。」

時…３月 23

所…椏久里珈琲福島店（福島市東中央

費…500 円

※どちらも申込締め切りは、

※詳細は、ホームページ

一般社団法人いいたてネットワーク

スポーツ公園（臨時職員）募集
村では、スポーツ公園の臨時職員を募集します。

○勤務場所…いいたてスポーツ公園又は飯舘村交流センター

○募集人員…１名（生涯スポーツに興味・関心がある方）

月１日～平成

○勤務時間…月～金 午前８時

等…飯舘村規程による

○応募方法…履歴書を飯舘村教育委員会生涯学習課へ持参又は郵送

飯舘村草野字大師堂

15 日（金

○試験方法…個別に連絡します。

（交流センターふれ愛館☎

紙おむつクーポン券をご利用の皆様へ
年度の紙おむつクーポン券は、

利用期限となっています。期限内のご利用をお願いいたします。

地域包括支援センター（いちばん館内☎

「家族介護者交流のつどい」
村社会福祉協議会では、要支援および要介護者の認定を受けている家

族を自宅で介護している方を対象に、介護者同士が交流を深め、リフレ

ッシュする場を提供します。気軽に参加してください。

19 日（火） 

いちばん館（多目的ホール）

ピラティスとハーバリュウム作りを楽しもう

15 日（金）まで

でお申し込みください。

飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（☎

お茶のみ会
村社会福祉協議会では、

さんの参加をお待ちしています。前号でお知らせした日程が

変更になっていますので、ご確認ください。

場所

福島市 

杉妻学習センター

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家

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。

27 日（水） 

場…ウエディング エルティ

音楽療法  ○持ち物…お手玉

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。

永井川集会所

福島市永井川字古内９

代表世話人 佐藤俊雄（☎

お茶会（いいたて交流カフェ）のお知らせ
一般社団法人いいたてネットワーク（代表横山秀人）では、お茶会（い

いたて交流カフェ）を開催します。お気軽にご参加ください。

お茶会「信夫山文庫で待っています。」

18 日（月）

所…本カフェ信夫山文庫（福島市大明神

円 コーヒー・お茶とデザート付

お茶会「椏久里で会いましょう。」

23 日（土）

所…椏久里珈琲福島店（福島市東中央

円 コーヒーとケーキ付

※どちらも申込締め切りは、

※詳細は、ホームページ http://iitate

一般社団法人いいたてネットワーク

スポーツ公園（臨時職員）募集
村では、スポーツ公園の臨時職員を募集します。

○勤務場所…いいたてスポーツ公園又は飯舘村交流センター

○募集人員…１名（生涯スポーツに興味・関心がある方）

月１日～平成 32 年３月

午前８時 30

等…飯舘村規程による 

○応募方法…履歴書を飯舘村教育委員会生涯学習課へ持参又は郵送

飯舘村草野字大師堂

日（金）まで（郵送の場合必着）

○試験方法…個別に連絡します。

（交流センターふれ愛館☎

紙おむつクーポン券をご利用の皆様へ
年度の紙おむつクーポン券は、

利用期限となっています。期限内のご利用をお願いいたします。

地域包括支援センター（いちばん館内☎

「家族介護者交流のつどい」
村社会福祉協議会では、要支援および要介護者の認定を受けている家

族を自宅で介護している方を対象に、介護者同士が交流を深め、リフレ

ッシュする場を提供します。気軽に参加してください。

 午前 10

いちばん館（多目的ホール）

ピラティスとハーバリュウム作りを楽しもう

日（金）まで飯舘村サポートセンター「つながっぺ」ま

でお申し込みください。

飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（☎

お茶のみ会の日程変更について
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

さんの参加をお待ちしています。前号でお知らせした日程が

変更になっていますので、ご確認ください。

場所 

 

杉妻学習センター

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家

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

エルティ

○持ち物…お手玉

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。

集合場所

永井川集会所

福島市永井川字古内９

佐藤俊雄（☎

お茶会（いいたて交流カフェ）のお知らせ
一般社団法人いいたてネットワーク（代表横山秀人）では、お茶会（い

いたて交流カフェ）を開催します。お気軽にご参加ください。

お茶会「信夫山文庫で待っています。」

日（月）  午後２時～

所…本カフェ信夫山文庫（福島市大明神

コーヒー・お茶とデザート付

お茶会「椏久里で会いましょう。」

日（土）  午前

所…椏久里珈琲福島店（福島市東中央

コーヒーとケーキ付

※どちらも申込締め切りは、３日前となります。

http://iitate

一般社団法人いいたてネットワーク

スポーツ公園（臨時職員）募集
村では、スポーツ公園の臨時職員を募集します。

○勤務場所…いいたてスポーツ公園又は飯舘村交流センター

○募集人員…１名（生涯スポーツに興味・関心がある方）

年３月 31

30 分～午後５時

 

○応募方法…履歴書を飯舘村教育委員会生涯学習課へ持参又は郵送

飯舘村草野字大師堂 17 飯舘村交流センター

（郵送の場合必着）

○試験方法…個別に連絡します。 

（交流センターふれ愛館☎

紙おむつクーポン券をご利用の皆様へ
年度の紙おむつクーポン券は、

利用期限となっています。期限内のご利用をお願いいたします。

地域包括支援センター（いちばん館内☎

「家族介護者交流のつどい」
村社会福祉協議会では、要支援および要介護者の認定を受けている家

族を自宅で介護している方を対象に、介護者同士が交流を深め、リフレ

ッシュする場を提供します。気軽に参加してください。

10 時 30

いちばん館（多目的ホール）

ピラティスとハーバリュウム作りを楽しもう

飯舘村サポートセンター「つながっぺ」ま

でお申し込みください。 

飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（☎

日程変更について
避難先での「お茶のみ会」を開催します

さんの参加をお待ちしています。前号でお知らせした日程が

変更になっていますので、ご確認ください。

杉妻学習センター 
午前

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家

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。

９時 30 分～

エルティ（福島市野田町

○持ち物…お手玉

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。

集合場所 

永井川集会所 

福島市永井川字古内９

佐藤俊雄（☎090-4885

お茶会（いいたて交流カフェ）のお知らせ
一般社団法人いいたてネットワーク（代表横山秀人）では、お茶会（い

いたて交流カフェ）を開催します。お気軽にご参加ください。

お茶会「信夫山文庫で待っています。」

午後２時～

所…本カフェ信夫山文庫（福島市大明神

コーヒー・お茶とデザート付

お茶会「椏久里で会いましょう。」 

午前 10 時～

所…椏久里珈琲福島店（福島市東中央

コーヒーとケーキ付

日前となります。

http://iitate-

一般社団法人いいたてネットワーク 担当：横山（

スポーツ公園（臨時職員）募集
村では、スポーツ公園の臨時職員を募集します。

○勤務場所…いいたてスポーツ公園又は飯舘村交流センター

○募集人員…１名（生涯スポーツに興味・関心がある方）

31 日（更新の場合あり）

分～午後５時

○応募方法…履歴書を飯舘村教育委員会生涯学習課へ持参又は郵送

飯舘村交流センター

（郵送の場合必着）

（交流センターふれ愛館☎0244-42

紙おむつクーポン券をご利用の皆様へ
年度の紙おむつクーポン券は、平成３１年３月１５日（金）まで

利用期限となっています。期限内のご利用をお願いいたします。

地域包括支援センター（いちばん館内☎0244

「家族介護者交流のつどい」
村社会福祉協議会では、要支援および要介護者の認定を受けている家

族を自宅で介護している方を対象に、介護者同士が交流を深め、リフレ

ッシュする場を提供します。気軽に参加してください。

30 分～午後１

いちばん館（多目的ホール） 

ピラティスとハーバリュウム作りを楽しもう

飯舘村サポートセンター「つながっぺ」ま

飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（☎0244

日程変更について
避難先での「お茶のみ会」を開催します

さんの参加をお待ちしています。前号でお知らせした日程が

変更になっていますので、ご確認ください。

時間

午前 10

～

午前11時

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244

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～ 

（福島市野田町

○持ち物…お手玉 

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。

福島市永井川字古内９-２ 

4885-9266

お茶会（いいたて交流カフェ）のお知らせ
一般社団法人いいたてネットワーク（代表横山秀人）では、お茶会（い

いたて交流カフェ）を開催します。お気軽にご参加ください。

お茶会「信夫山文庫で待っています。」 

午後２時～午後３時

所…本カフェ信夫山文庫（福島市大明神

コーヒー・お茶とデザート付

時～午前

所…椏久里珈琲福島店（福島市東中央３

コーヒーとケーキ付    

日前となります。 

-network.org/

担当：横山（

スポーツ公園（臨時職員）募集
村では、スポーツ公園の臨時職員を募集します。 

○勤務場所…いいたてスポーツ公園又は飯舘村交流センター

○募集人員…１名（生涯スポーツに興味・関心がある方）

（更新の場合あり）

分～午後５時 15 分（土日祝勤務有）

○応募方法…履歴書を飯舘村教育委員会生涯学習課へ持参又は郵送

飯舘村交流センター

（郵送の場合必着） 

42-0072）

紙おむつクーポン券をご利用の皆様へ
平成３１年３月１５日（金）まで

利用期限となっています。期限内のご利用をお願いいたします。

0244-42-1626

「家族介護者交流のつどい」のご案
村社会福祉協議会では、要支援および要介護者の認定を受けている家

族を自宅で介護している方を対象に、介護者同士が交流を深め、リフレ

ッシュする場を提供します。気軽に参加してください。

午後１時

ピラティスとハーバリュウム作りを楽しもう

飯舘村サポートセンター「つながっぺ」ま

0244-26-

日程変更について
避難先での「お茶のみ会」を開催します

さんの参加をお待ちしています。前号でお知らせした日程が

変更になっていますので、ご確認ください。 

時間 

10 時 

～ 

時30分

0244-42-1021

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。

（福島市野田町 1-10

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎024

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。

みんなで笑って！

輪投げを楽しみましょう♪

9266） 

お茶会（いいたて交流カフェ）のお知らせ
一般社団法人いいたてネットワーク（代表横山秀人）では、お茶会（い

いたて交流カフェ）を開催します。お気軽にご参加ください。

３時 30 分

所…本カフェ信夫山文庫（福島市大明神６） 

コーヒー・お茶とデザート付 〇定

午前 11 時

３丁目

     〇定

network.org/

担当：横山（☎

スポーツ公園（臨時職員）募集 

○勤務場所…いいたてスポーツ公園又は飯舘村交流センター 

○募集人員…１名（生涯スポーツに興味・関心がある方） 

（更新の場合あり）

分（土日祝勤務有）

○応募方法…履歴書を飯舘村教育委員会生涯学習課へ持参又は郵送

飯舘村交流センター ふれ愛館

） 

紙おむつクーポン券をご利用の皆様へ
平成３１年３月１５日（金）まで

利用期限となっています。期限内のご利用をお願いいたします。

1626） 

のご案内
村社会福祉協議会では、要支援および要介護者の認定を受けている家

族を自宅で介護している方を対象に、介護者同士が交流を深め、リフレ

ッシュする場を提供します。気軽に参加してください。 

時 30 分※昼食あり

ピラティスとハーバリュウム作りを楽しもう 

飯舘村サポートセンター「つながっぺ」ま

-5207）

日程変更について 
避難先での「お茶のみ会」を開催します

さんの参加をお待ちしています。前号でお知らせした日程が、会場の都

 

分 

1
※当日

徴収。

1021） 

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。 

10-41） 

024-533-8881

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。 

内容

みんなで笑って！

を楽しみましょう♪

お茶会（いいたて交流カフェ）のお知らせ
一般社団法人いいたてネットワーク（代表横山秀人）では、お茶会（い

いたて交流カフェ）を開催します。お気軽にご参加ください。

分 

 

〇定員…７

時 30 分 

丁目 20－２）

〇定員…７

network.org/をご覧ください。

☎070-2433

 ふれ愛館

（更新の場合あり） 

分（土日祝勤務有）

○応募方法…履歴書を飯舘村教育委員会生涯学習課へ持参又は郵送 

ふれ愛館

紙おむつクーポン券をご利用の皆様へ 

平成３１年３月１５日（金）まで

利用期限となっています。期限内のご利用をお願いいたします。 

内  

村社会福祉協議会では、要支援および要介護者の認定を受けている家

族を自宅で介護している方を対象に、介護者同士が交流を深め、リフレ

分※昼食あり

飯舘村サポートセンター「つながっぺ」ま

） 

 
避難先での「お茶のみ会」を開催します。

、会場の都

会費 

100 円 
当日、受付で

。 

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

 

8881） 

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

内容 

みんなで笑って！ 

を楽しみましょう♪

お茶会（いいたて交流カフェ）のお知らせ 
一般社団法人いいたてネットワーク（代表横山秀人）では、お茶会（い

いたて交流カフェ）を開催します。お気軽にご参加ください。 

７名 

 

） 

７名 

をご覧ください。

2433-7703

ふれ愛館 

分（土日祝勤務有） 

 

ふれ愛館 

平成３１年３月１５日（金）までの

村社会福祉協議会では、要支援および要介護者の認定を受けている家

族を自宅で介護している方を対象に、介護者同士が交流を深め、リフレ

分※昼食あり 

飯舘村サポートセンター「つながっぺ」ま

。皆

、会場の都

 
、受付で 

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

 

 
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

を楽しみましょう♪ 

一般社団法人いいたてネットワーク（代表横山秀人）では、お茶会（い

をご覧ください。 

7703） 


