
 

 

 

 

 

 
 

 

てプレミアム付商品券」

いたしました案内をご覧いただき、同封の応募ハガキに必要事

項を記載の上、

※ご案内は平成

の世帯主（世帯の代表者）に送付しています。

○申し込み期限…

問

人権擁護委員による特設人権相談について

ます。お気軽にご相談ください。

○日

○場

問

 

て

同様の土地地目となっております。

の調査確認が完了する来年度（令和

書として送付することとしてい

問

できます。自分の体力と相談しながら、ぜひ気になる教室に参加してみ

てください！

５月
午前

午前

５月
午前

午前

５月
午前

午前

６月
午前

午前

○場

○講

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装

問

 

ている方は、注射を受けていただきますようお願いします

場所及び時間は、今回のお知らせ版に同封のチラシでご確認ください。

○実施

問

「いいたてプレミアム付商品券」申し込み受付中！
村では

てプレミアム付商品券」

いたしました案内をご覧いただき、同封の応募ハガキに必要事

項を記載の上、

※ご案内は平成

の世帯主（世帯の代表者）に送付しています。

○申し込み期限…

問復興対策課商工労政係（

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

ます。お気軽にご相談ください。

○日 時

○場 所

問住民課住民係（☎

 家屋解体後の土地現況課税に係る地目については、

ている平成

同様の土地地目となっております。

今年度も引き続き調査確認を行っており、調査結果についてはすべて

の調査確認が完了する来年度（令和

書として送付することとしてい

不明な点などありましたら税務係までお問い合わせください。

問住民課税務係

ま
「健康のために身体を動かしたい」と

できます。自分の体力と相談しながら、ぜひ気になる教室に参加してみ

てください！

日時

月 15 日（水）
午前10時

午前 11 時

月 22 日（水）
午前10時

午前 11 時

月 29 日（水）
午前10時

午前 11 時

月５日（水）
午前10時

午前 11 時

○場 所…交流センター「ふれ愛館」

○講 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

問健康福祉課健康

狂犬病予防注射のお知らせについて
 村では、

ている方は、注射を受けていただきますようお願いします

場所及び時間は、今回のお知らせ版に同封のチラシでご確認ください。

○実施期間…

問住民課住民係

いいたてクリニックの診療日時

「いいたてプレミアム付商品券」申し込み受付中！
村では、１万円で

てプレミアム付商品券」

いたしました案内をご覧いただき、同封の応募ハガキに必要事

項を記載の上、

※ご案内は平成

の世帯主（世帯の代表者）に送付しています。

○申し込み期限…

復興対策課商工労政係（

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

ます。お気軽にご相談ください。

時…６月３日

所…交流センター「ふれ愛館」

住民課住民係（☎

住民課税務係からのお知らせ
家屋解体後の土地現況課税に係る地目については、

平成 31 年度固定資産税課税明細書には反映されておらず、昨年

同様の土地地目となっております。

今年度も引き続き調査確認を行っており、調査結果についてはすべて

の調査確認が完了する来年度（令和

書として送付することとしてい

不明な点などありましたら税務係までお問い合わせください。

住民課税務係（

までいの里の健康運動塾のおしらせ
「健康のために身体を動かしたい」と

できます。自分の体力と相談しながら、ぜひ気になる教室に参加してみ

てください！ 

日時 

日（水） 
時15分～ 

時 45 分 

日（水） 
時15分～ 

時 45 分 

日（水） 
時15分～ 

時 45 分 

日（水） 
時15分～ 

時 45 分 

所…交流センター「ふれ愛館」

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

健康福祉課健康

狂犬病予防注射のお知らせについて
村では、下記の日程で狂犬病予防の集合注射を実施

ている方は、注射を受けていただきますようお願いします

場所及び時間は、今回のお知らせ版に同封のチラシでご確認ください。

期間…５月

住民課住民係（☎

いいたてクリニックの診療日時

「いいたてプレミアム付商品券」申し込み受付中！
万円で１万５千円分のお買い物ができる、お得な「いいた

てプレミアム付商品券」

いたしました案内をご覧いただき、同封の応募ハガキに必要事

項を記載の上、お申し込みください。

※ご案内は平成 31 年４月１日現在に住民登録されている世帯

の世帯主（世帯の代表者）に送付しています。

○申し込み期限…５月

復興対策課商工労政係（

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。

６月３日(月)

交流センター「ふれ愛館」

住民課住民係（☎0244

住民課税務係からのお知らせ
家屋解体後の土地現況課税に係る地目については、

年度固定資産税課税明細書には反映されておらず、昨年

同様の土地地目となっております。

今年度も引き続き調査確認を行っており、調査結果についてはすべて

の調査確認が完了する来年度（令和

書として送付することとしてい

不明な点などありましたら税務係までお問い合わせください。

（☎0244

でいの里の健康運動塾のおしらせ
「健康のために身体を動かしたい」と

できます。自分の体力と相談しながら、ぜひ気になる教室に参加してみ

 
 

 

男熱血

教室 

 
 

 

筋力低下

予防 

 
 

 
メタボ予防

 

 

関節痛

予防 

所…交流センター「ふれ愛館」

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

健康福祉課健康係(いちばん館内

狂犬病予防注射のお知らせについて
下記の日程で狂犬病予防の集合注射を実施

ている方は、注射を受けていただきますようお願いします

場所及び時間は、今回のお知らせ版に同封のチラシでご確認ください。

５月 29 日

（☎0244

いいたてクリニックの診療日時

「いいたてプレミアム付商品券」申し込み受付中！
万５千円分のお買い物ができる、お得な「いいた

てプレミアム付商品券」の購入申し込みを受付中です。すでに送付

いたしました案内をご覧いただき、同封の応募ハガキに必要事

お申し込みください。

年４月１日現在に住民登録されている世帯

の世帯主（世帯の代表者）に送付しています。

５月 24 日

復興対策課商工労政係（☎0244

人権擁護委員による特設人権相談について
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

交流センター「ふれ愛館」

0244-42-1619

住民課税務係からのお知らせ
家屋解体後の土地現況課税に係る地目については、

年度固定資産税課税明細書には反映されておらず、昨年

同様の土地地目となっております。

今年度も引き続き調査確認を行っており、調査結果についてはすべて

の調査確認が完了する来年度（令和

書として送付することとしてい

不明な点などありましたら税務係までお問い合わせください。

0244-42-161

でいの里の健康運動塾のおしらせ
「健康のために身体を動かしたい」と

できます。自分の体力と相談しながら、ぜひ気になる教室に参加してみ

男熱血 

 

いつまでも若々しい体でい

体重を減らしたい方におすすめ！

※男性だけの特別教室です

低下

 

運動が苦手な方、いつまでも自分

の足で歩きたい方におすすめ！

予防
お腹周りが気になる方、体重を減

らしたい方におすすめ！

関節痛 

 

運動が苦手な方、肩や腰、膝の関

節痛で悩んでいる方におすすめ！

所…交流センター「ふれ愛館」

師…健康運動指導士 滝口義光先生

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装

いちばん館内

狂犬病予防注射のお知らせについて
下記の日程で狂犬病予防の集合注射を実施

ている方は、注射を受けていただきますようお願いします

場所及び時間は、今回のお知らせ版に同封のチラシでご確認ください。

日(水)～５月

0244-42-1618

いいたてクリニックの診療日時

「いいたてプレミアム付商品券」申し込み受付中！
万５千円分のお買い物ができる、お得な「いいた

の購入申し込みを受付中です。すでに送付

いたしました案内をご覧いただき、同封の応募ハガキに必要事

お申し込みください。

年４月１日現在に住民登録されている世帯

の世帯主（世帯の代表者）に送付しています。

日(金) 

0244-42-

人権擁護委員による特設人権相談について
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

交流センター「ふれ愛館」

1619） 

住民課税務係からのお知らせ
家屋解体後の土地現況課税に係る地目については、

年度固定資産税課税明細書には反映されておらず、昨年

同様の土地地目となっております。 

今年度も引き続き調査確認を行っており、調査結果についてはすべて

の調査確認が完了する来年度（令和２

書として送付することとしています。

不明な点などありましたら税務係までお問い合わせください。

1615） 

でいの里の健康運動塾のおしらせ
「健康のために身体を動かしたい」と

できます。自分の体力と相談しながら、ぜひ気になる教室に参加してみ

いつまでも若々しい体でい

体重を減らしたい方におすすめ！

※男性だけの特別教室です

運動が苦手な方、いつまでも自分

の足で歩きたい方におすすめ！

お腹周りが気になる方、体重を減

らしたい方におすすめ！

運動が苦手な方、肩や腰、膝の関

節痛で悩んでいる方におすすめ！

所…交流センター「ふれ愛館」

滝口義光先生

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装

いちばん館内☎024

狂犬病予防注射のお知らせについて
下記の日程で狂犬病予防の集合注射を実施

ている方は、注射を受けていただきますようお願いします

場所及び時間は、今回のお知らせ版に同封のチラシでご確認ください。

～５月 30

1618） 

いいたてクリニックの診療日時 毎週火・木曜日

 第

「いいたてプレミアム付商品券」申し込み受付中！
万５千円分のお買い物ができる、お得な「いいた

の購入申し込みを受付中です。すでに送付

いたしました案内をご覧いただき、同封の応募ハガキに必要事

お申し込みください。 

年４月１日現在に住民登録されている世帯

の世帯主（世帯の代表者）に送付しています。

 

-1620）

人権擁護委員による特設人権相談について
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

交流センター「ふれ愛館」視聴覚室

 

住民課税務係からのお知らせ
家屋解体後の土地現況課税に係る地目については、

年度固定資産税課税明細書には反映されておらず、昨年

 

今年度も引き続き調査確認を行っており、調査結果についてはすべて

２年度）に各納税義務者へ結果通知

ます。 

不明な点などありましたら税務係までお問い合わせください。

 

でいの里の健康運動塾のおしらせ
「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！どなたでも参加

できます。自分の体力と相談しながら、ぜひ気になる教室に参加してみ

内容 

いつまでも若々しい体でい

体重を減らしたい方におすすめ！

※男性だけの特別教室です

運動が苦手な方、いつまでも自分

の足で歩きたい方におすすめ！

お腹周りが気になる方、体重を減

らしたい方におすすめ！

運動が苦手な方、肩や腰、膝の関

節痛で悩んでいる方におすすめ！

所…交流センター「ふれ愛館」 

滝口義光先生（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

0244-42

狂犬病予防注射のお知らせについて
下記の日程で狂犬病予防の集合注射を実施

ている方は、注射を受けていただきますようお願いします

場所及び時間は、今回のお知らせ版に同封のチラシでご確認ください。

30 日(木)

 

毎週火・木曜日

第 915 号

「いいたてプレミアム付商品券」申し込み受付中！
万５千円分のお買い物ができる、お得な「いいた

の購入申し込みを受付中です。すでに送付

いたしました案内をご覧いただき、同封の応募ハガキに必要事

 

年４月１日現在に住民登録されている世帯

の世帯主（世帯の代表者）に送付しています。

） 

人権擁護委員による特設人権相談について
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 

住民課税務係からのお知らせ
家屋解体後の土地現況課税に係る地目については、

年度固定資産税課税明細書には反映されておらず、昨年

今年度も引き続き調査確認を行っており、調査結果についてはすべて

年度）に各納税義務者へ結果通知

不明な点などありましたら税務係までお問い合わせください。

でいの里の健康運動塾のおしらせ
思っている方！どなたでも参加

できます。自分の体力と相談しながら、ぜひ気になる教室に参加してみ

いつまでも若々しい体でい

体重を減らしたい方におすすめ！

※男性だけの特別教室です

運動が苦手な方、いつまでも自分

の足で歩きたい方におすすめ！

お腹周りが気になる方、体重を減

らしたい方におすすめ！

運動が苦手な方、肩や腰、膝の関

節痛で悩んでいる方におすすめ！

（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③運動靴

42-1637)

狂犬病予防注射のお知らせについて
下記の日程で狂犬病予防の集合注射を実施

ている方は、注射を受けていただきますようお願いします

場所及び時間は、今回のお知らせ版に同封のチラシでご確認ください。

) 

毎週火・木曜日

号 令和元

「いいたてプレミアム付商品券」申し込み受付中！
万５千円分のお買い物ができる、お得な「いいた

の購入申し込みを受付中です。すでに送付

いたしました案内をご覧いただき、同封の応募ハガキに必要事

年４月１日現在に住民登録されている世帯

の世帯主（世帯の代表者）に送付しています。 

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

住民課税務係からのお知らせ
家屋解体後の土地現況課税に係る地目については、村が４月に

年度固定資産税課税明細書には反映されておらず、昨年

今年度も引き続き調査確認を行っており、調査結果についてはすべて

年度）に各納税義務者へ結果通知

不明な点などありましたら税務係までお問い合わせください。

でいの里の健康運動塾のおしらせ
思っている方！どなたでも参加

できます。自分の体力と相談しながら、ぜひ気になる教室に参加してみ

いつまでも若々しい体でいたい方、

体重を減らしたい方におすすめ！

※男性だけの特別教室です 

運動が苦手な方、いつまでも自分

の足で歩きたい方におすすめ！

お腹周りが気になる方、体重を減

らしたい方におすすめ！ 

運動が苦手な方、肩や腰、膝の関

節痛で悩んでいる方におすすめ！

（ﾔｺﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ所属）

③運動靴 

1637) 

狂犬病予防注射のお知らせについて
下記の日程で狂犬病予防の集合注射を実施します。

ている方は、注射を受けていただきますようお願いします。

場所及び時間は、今回のお知らせ版に同封のチラシでご確認ください。

毎週火・木曜日 午前９時～正午（受付は午前８時

令和元年５月

「いいたてプレミアム付商品券」申し込み受付中！
万５千円分のお買い物ができる、お得な「いいた

の購入申し込みを受付中です。すでに送付

いたしました案内をご覧いただき、同封の応募ハガキに必要事

年４月１日現在に住民登録されている世帯

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

住民課税務係からのお知らせ 
４月に送付

年度固定資産税課税明細書には反映されておらず、昨年

今年度も引き続き調査確認を行っており、調査結果についてはすべて

年度）に各納税義務者へ結果通知

不明な点などありましたら税務係までお問い合わせください。 

でいの里の健康運動塾のおしらせ  

思っている方！どなたでも参加

できます。自分の体力と相談しながら、ぜひ気になる教室に参加してみ

運動強度

たい方、

体重を減らしたい方におすすめ！ 

運動が苦手な方、いつまでも自分

の足で歩きたい方におすすめ！ 

お腹周りが気になる方、体重を減

運動が苦手な方、肩や腰、膝の関

節痛で悩んでいる方におすすめ！ 

（ﾔｺﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ所属）

狂犬病予防注射のお知らせについて 
します。犬を飼っ

。注射の実施

場所及び時間は、今回のお知らせ版に同封のチラシでご確認ください。

午前９時～正午（受付は午前８時

月５日 

「いいたてプレミアム付商品券」申し込み受付中！ 

万５千円分のお買い物ができる、お得な「いいた

の購入申し込みを受付中です。すでに送付

いたしました案内をご覧いただき、同封の応募ハガキに必要事

年４月１日現在に住民登録されている世帯

人権擁護委員による特設人権相談について 

人権相談を行います。相談は無料で秘密は守られ

送付し

年度固定資産税課税明細書には反映されておらず、昨年

今年度も引き続き調査確認を行っており、調査結果についてはすべて

年度）に各納税義務者へ結果通知

 

思っている方！どなたでも参加

できます。自分の体力と相談しながら、ぜひ気になる教室に参加してみ

運動強度 

強 

弱 

中 

弱 

（ﾔｺﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ所属） 

犬を飼っ

注射の実施

場所及び時間は、今回のお知らせ版に同封のチラシでご確認ください。 

午前９時～正午（受付は午前８時

俳句とピアノが出会うスペシャルコンサートのご案
 までい大使で、現代を代表する俳人の黛まどかさんと、国際的に活

躍するピアニストのシャニ・ディリュカさんによるコンサートを開催

します。俳句と音楽によるスペシャルコンサートにぜひ、ご来場くだ

さい。コンサートについて詳しくは、同封チラシをご覧ください。

○日

            

○場

○入場料…無料

※来場の方に、タイタンビカスの苗をプレゼントします！

問・申込

 

 

 

 

 

 

村では

修の参加者を

転出転入等で住所が変更されていると、現住所が把握できていないこ

とがあります。５月に入っても案内が届かない場合は、生涯学習課まで

ご連絡ください。

○日  

○対 象

震災時に村に住所があった又はその後転入した

※隔年開催とし来年は実施しませんので、今回どうぞご参加ください。

○募集要件…本事業の他に行われる事前研修会３回・事後研修会２回、

報告会に参加すること。

○応募締切…

問・申込

全国大会等出場者に奨励金を交付します
村では、スポーツで国際、全国、県大会等へ出場する方へ奨励金を交

付しています。大会に出場される方は

問生涯学習課（スポーツ公園管理棟☎

村では、下記の日程で、

自分の健康のために、家族みんなで１年に１回は健診を受けましょう！

対象の方には４月下旬に必要書類を個別通知しています

健診を希望される方で、案内が届かない場合は、健康係までお問い合

わせください。

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎

飯舘村子育て世代包括支援センター開所
村では、

てができるよう、飯舘村子育て世代包括支援センター

祉課内に設置しました。

支援センターは、子育ての総合相談窓口で、保健師、栄養士

福祉、教育、医療等

子育てに関する心配

にご相談ください。

問健康福祉課健康係（いちばん館内

 

 

 

 

５月７日（火）

５月８日（水）

５月９日（木）

５月

５月

５月

５月

午前９時～正午（受付は午前８時

俳句とピアノが出会うスペシャルコンサートのご案
までい大使で、現代を代表する俳人の黛まどかさんと、国際的に活

躍するピアニストのシャニ・ディリュカさんによるコンサートを開催

します。俳句と音楽によるスペシャルコンサートにぜひ、ご来場くだ

さい。コンサートについて詳しくは、同封チラシをご覧ください。

○日 時…５月

            

○場 所…交流センター「ふれ愛館」

○入場料…無料

※来場の方に、タイタンビカスの苗をプレゼントします！

問・申込総務課企画係（☎

「
村では、今年から

修の参加者を

転出転入等で住所が変更されていると、現住所が把握できていないこ

とがあります。５月に入っても案内が届かない場合は、生涯学習課まで

ご連絡ください。

  程…

対 象 者 

震災時に村に住所があった又はその後転入した

※隔年開催とし来年は実施しませんので、今回どうぞご参加ください。

○募集要件…本事業の他に行われる事前研修会３回・事後研修会２回、

報告会に参加すること。

○応募締切…

・申込生涯学習課（ふれ愛館

全国大会等出場者に奨励金を交付します
村では、スポーツで国際、全国、県大会等へ出場する方へ奨励金を交

付しています。大会に出場される方は

生涯学習課（スポーツ公園管理棟☎

村では、下記の日程で、

自分の健康のために、家族みんなで１年に１回は健診を受けましょう！

対象の方には４月下旬に必要書類を個別通知しています

健診を希望される方で、案内が届かない場合は、健康係までお問い合

わせください。

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

飯舘村子育て世代包括支援センター開所
村では、妊娠期から子育て期にわたるまで、切れ目なく安心し

てができるよう、飯舘村子育て世代包括支援センター

祉課内に設置しました。

支援センターは、子育ての総合相談窓口で、保健師、栄養士

福祉、教育、医療等

子育てに関する心配

ご相談ください。

健康福祉課健康係（いちばん館内

月日

５月７日（火）

５月８日（水）

５月９日（木）

５月 10 日（金）

５月 11 日（土）

５月 13 日（月）

５月 14 日（火）

午前９時～正午（受付は午前８時

俳句とピアノが出会うスペシャルコンサートのご案
までい大使で、現代を代表する俳人の黛まどかさんと、国際的に活

躍するピアニストのシャニ・ディリュカさんによるコンサートを開催

します。俳句と音楽によるスペシャルコンサートにぜひ、ご来場くだ

さい。コンサートについて詳しくは、同封チラシをご覧ください。

５月 19

            

所…交流センター「ふれ愛館」

○入場料…無料 

※来場の方に、タイタンビカスの苗をプレゼントします！

総務課企画係（☎

「沖縄までいの旅」参加児童募集
今年から

修の参加者を募集し

転出転入等で住所が変更されていると、現住所が把握できていないこ

とがあります。５月に入っても案内が届かない場合は、生涯学習課まで

ご連絡ください。 

程…７月 21

 

震災時に村に住所があった又はその後転入した

※隔年開催とし来年は実施しませんので、今回どうぞご参加ください。

○募集要件…本事業の他に行われる事前研修会３回・事後研修会２回、

報告会に参加すること。

○応募締切…５月９日（木）

生涯学習課（ふれ愛館

全国大会等出場者に奨励金を交付します
村では、スポーツで国際、全国、県大会等へ出場する方へ奨励金を交

付しています。大会に出場される方は

生涯学習課（スポーツ公園管理棟☎

健康診査を受けましょう！
村では、下記の日程で、

自分の健康のために、家族みんなで１年に１回は健診を受けましょう！

対象の方には４月下旬に必要書類を個別通知しています

健診を希望される方で、案内が届かない場合は、健康係までお問い合

わせください。 

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

飯舘村子育て世代包括支援センター開所
妊娠期から子育て期にわたるまで、切れ目なく安心し

てができるよう、飯舘村子育て世代包括支援センター

祉課内に設置しました。

支援センターは、子育ての総合相談窓口で、保健師、栄養士

福祉、教育、医療等関係機関と連携しながら子育てを支援していきます。

子育てに関する心配

ご相談ください。

健康福祉課健康係（いちばん館内

日 

５月７日（火） 

５月８日（水） 

５月９日（木） 

日（金） 

日（土） 

日（月） 

日（火） 

午前９時～正午（受付は午前８時 30 分～午前

俳句とピアノが出会うスペシャルコンサートのご案
までい大使で、現代を代表する俳人の黛まどかさんと、国際的に活

躍するピアニストのシャニ・ディリュカさんによるコンサートを開催

します。俳句と音楽によるスペシャルコンサートにぜひ、ご来場くだ

さい。コンサートについて詳しくは、同封チラシをご覧ください。

19 日（日）

            

所…交流センター「ふれ愛館」

※来場の方に、タイタンビカスの苗をプレゼントします！

総務課企画係（☎

沖縄までいの旅」参加児童募集
今年から小学５年生と６年生

募集します。

転出転入等で住所が変更されていると、現住所が把握できていないこ

とがあります。５月に入っても案内が届かない場合は、生涯学習課まで

 

21 日（日）～

震災時に村に住所があった又はその後転入した

※隔年開催とし来年は実施しませんので、今回どうぞご参加ください。

○募集要件…本事業の他に行われる事前研修会３回・事後研修会２回、

報告会に参加すること。現地研修のみの参加は出来ません。

５月９日（木） 

生涯学習課（ふれ愛館

全国大会等出場者に奨励金を交付します
村では、スポーツで国際、全国、県大会等へ出場する方へ奨励金を交

付しています。大会に出場される方は

生涯学習課（スポーツ公園管理棟☎

健康診査を受けましょう！
村では、下記の日程で、16

自分の健康のために、家族みんなで１年に１回は健診を受けましょう！

対象の方には４月下旬に必要書類を個別通知しています

健診を希望される方で、案内が届かない場合は、健康係までお問い合

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

飯舘村子育て世代包括支援センター開所
妊娠期から子育て期にわたるまで、切れ目なく安心し

てができるよう、飯舘村子育て世代包括支援センター

祉課内に設置しました。 

支援センターは、子育ての総合相談窓口で、保健師、栄養士

関係機関と連携しながら子育てを支援していきます。

子育てに関する心配ごとやお困りごとがありましたら、

ご相談ください。 

健康福祉課健康係（いちばん館内

 ウィル福島

アクティおろしまち 

 
サンライフ南相馬

※内部被ばく検査受診可能

 

飯舘村いちばん館

（混雑が予想されます）

 

 

 

分～午前 11

俳句とピアノが出会うスペシャルコンサートのご案
までい大使で、現代を代表する俳人の黛まどかさんと、国際的に活

躍するピアニストのシャニ・ディリュカさんによるコンサートを開催

します。俳句と音楽によるスペシャルコンサートにぜひ、ご来場くだ

さい。コンサートについて詳しくは、同封チラシをご覧ください。

日（日） 開場：午後０時

             開演：午後１時

所…交流センター「ふれ愛館」

※来場の方に、タイタンビカスの苗をプレゼントします！

総務課企画係（☎0244-

沖縄までいの旅」参加児童募集
小学５年生と６年生

ます。 

転出転入等で住所が変更されていると、現住所が把握できていないこ

とがあります。５月に入っても案内が届かない場合は、生涯学習課まで

日（日）～24

震災時に村に住所があった又はその後転入した

※隔年開催とし来年は実施しませんので、今回どうぞご参加ください。

○募集要件…本事業の他に行われる事前研修会３回・事後研修会２回、

現地研修のみの参加は出来ません。

 

生涯学習課（ふれ愛館☎

全国大会等出場者に奨励金を交付します
村では、スポーツで国際、全国、県大会等へ出場する方へ奨励金を交

付しています。大会に出場される方は

生涯学習課（スポーツ公園管理棟☎

健康診査を受けましょう！
16 歳以上の村民を対象に集団健診を行います。

自分の健康のために、家族みんなで１年に１回は健診を受けましょう！

対象の方には４月下旬に必要書類を個別通知しています

健診を希望される方で、案内が届かない場合は、健康係までお問い合

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

飯舘村子育て世代包括支援センター開所
妊娠期から子育て期にわたるまで、切れ目なく安心し

てができるよう、飯舘村子育て世代包括支援センター

 

支援センターは、子育ての総合相談窓口で、保健師、栄養士

関係機関と連携しながら子育てを支援していきます。

ごとやお困りごとがありましたら、

健康福祉課健康係（いちばん館内

ウィル福島 

アクティおろしまち

サンライフ南相馬

※内部被ばく検査受診可能

飯舘村いちばん館

（混雑が予想されます）

11 時 30

俳句とピアノが出会うスペシャルコンサートのご案
までい大使で、現代を代表する俳人の黛まどかさんと、国際的に活

躍するピアニストのシャニ・ディリュカさんによるコンサートを開催

します。俳句と音楽によるスペシャルコンサートにぜひ、ご来場くだ

さい。コンサートについて詳しくは、同封チラシをご覧ください。

開場：午後０時

開演：午後１時

所…交流センター「ふれ愛館」 

※来場の方に、タイタンビカスの苗をプレゼントします！

-42-1613

 

 

 

 
 

沖縄までいの旅」参加児童募集
小学５年生と６年生を対象に

転出転入等で住所が変更されていると、現住所が把握できていないこ

とがあります。５月に入っても案内が届かない場合は、生涯学習課まで

24 日（水）

震災時に村に住所があった又はその後転入した

※隔年開催とし来年は実施しませんので、今回どうぞご参加ください。

○募集要件…本事業の他に行われる事前研修会３回・事後研修会２回、

現地研修のみの参加は出来ません。

☎0244-4

全国大会等出場者に奨励金を交付します
村では、スポーツで国際、全国、県大会等へ出場する方へ奨励金を交

付しています。大会に出場される方は、事前に

生涯学習課（スポーツ公園管理棟☎0244

健康診査を受けましょう！
歳以上の村民を対象に集団健診を行います。

自分の健康のために、家族みんなで１年に１回は健診を受けましょう！

対象の方には４月下旬に必要書類を個別通知しています

健診を希望される方で、案内が届かない場合は、健康係までお問い合

健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244

飯舘村子育て世代包括支援センター開所
妊娠期から子育て期にわたるまで、切れ目なく安心し

てができるよう、飯舘村子育て世代包括支援センター

支援センターは、子育ての総合相談窓口で、保健師、栄養士

関係機関と連携しながら子育てを支援していきます。

ごとやお困りごとがありましたら、

健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244

会場 

アクティおろしまち

サンライフ南相馬 

※内部被ばく検査受診可能

飯舘村いちばん館 

（混雑が予想されます）

30 分）☎

俳句とピアノが出会うスペシャルコンサートのご案
までい大使で、現代を代表する俳人の黛まどかさんと、国際的に活

躍するピアニストのシャニ・ディリュカさんによるコンサートを開催

します。俳句と音楽によるスペシャルコンサートにぜひ、ご来場くだ

さい。コンサートについて詳しくは、同封チラシをご覧ください。

開場：午後０時 30

開演：午後１時 30

 

※来場の方に、タイタンビカスの苗をプレゼントします！

1613） 

沖縄までいの旅」参加児童募集
を対象に

転出転入等で住所が変更されていると、現住所が把握できていないこ

とがあります。５月に入っても案内が届かない場合は、生涯学習課まで

日（水） 

震災時に村に住所があった又はその後転入した小学５・６年生児童

※隔年開催とし来年は実施しませんので、今回どうぞご参加ください。

○募集要件…本事業の他に行われる事前研修会３回・事後研修会２回、

現地研修のみの参加は出来ません。

42-0072

全国大会等出場者に奨励金を交付します
村では、スポーツで国際、全国、県大会等へ出場する方へ奨励金を交

、事前に

0244-42-

健康診査を受けましょう！
歳以上の村民を対象に集団健診を行います。

自分の健康のために、家族みんなで１年に１回は健診を受けましょう！

対象の方には４月下旬に必要書類を個別通知しています

健診を希望される方で、案内が届かない場合は、健康係までお問い合

0244-42-

飯舘村子育て世代包括支援センター開所
妊娠期から子育て期にわたるまで、切れ目なく安心し

てができるよう、飯舘村子育て世代包括支援センター

支援センターは、子育ての総合相談窓口で、保健師、栄養士

関係機関と連携しながら子育てを支援していきます。

ごとやお困りごとがありましたら、

0244-42-

 

アクティおろしまち 

※内部被ばく検査受診可能 

（混雑が予想されます） 

分）☎0244-68

俳句とピアノが出会うスペシャルコンサートのご案
までい大使で、現代を代表する俳人の黛まどかさんと、国際的に活

躍するピアニストのシャニ・ディリュカさんによるコンサートを開催

します。俳句と音楽によるスペシャルコンサートにぜひ、ご来場くだ

さい。コンサートについて詳しくは、同封チラシをご覧ください。

30 分 

30 分 

※来場の方に、タイタンビカスの苗をプレゼントします！

沖縄までいの旅」参加児童募集
を対象に「沖縄までいの旅」研

転出転入等で住所が変更されていると、現住所が把握できていないこ

とがあります。５月に入っても案内が届かない場合は、生涯学習課まで

小学５・６年生児童

※隔年開催とし来年は実施しませんので、今回どうぞご参加ください。

○募集要件…本事業の他に行われる事前研修会３回・事後研修会２回、

現地研修のみの参加は出来ません。

0072） 

全国大会等出場者に奨励金を交付します
村では、スポーツで国際、全国、県大会等へ出場する方へ奨励金を交

、事前にお問い合わせください。

-0152） 

健康診査を受けましょう！
歳以上の村民を対象に集団健診を行います。

自分の健康のために、家族みんなで１年に１回は健診を受けましょう！

対象の方には４月下旬に必要書類を個別通知しています

健診を希望される方で、案内が届かない場合は、健康係までお問い合

-1638） 

飯舘村子育て世代包括支援センター開所
妊娠期から子育て期にわたるまで、切れ目なく安心し

てができるよう、飯舘村子育て世代包括支援センターを４月から健康福

支援センターは、子育ての総合相談窓口で、保健師、栄養士

関係機関と連携しながら子育てを支援していきます。

ごとやお困りごとがありましたら、

-1637） 

 

68-2277 

俳句とピアノが出会うスペシャルコンサートのご案
までい大使で、現代を代表する俳人の黛まどかさんと、国際的に活

躍するピアニストのシャニ・ディリュカさんによるコンサートを開催

します。俳句と音楽によるスペシャルコンサートにぜひ、ご来場くだ

さい。コンサートについて詳しくは、同封チラシをご覧ください。

※来場の方に、タイタンビカスの苗をプレゼントします！ 

沖縄までいの旅」参加児童募集 

「沖縄までいの旅」研

転出転入等で住所が変更されていると、現住所が把握できていないこ

とがあります。５月に入っても案内が届かない場合は、生涯学習課まで

小学５・６年生児童

※隔年開催とし来年は実施しませんので、今回どうぞご参加ください。

○募集要件…本事業の他に行われる事前研修会３回・事後研修会２回、

現地研修のみの参加は出来ません。 

全国大会等出場者に奨励金を交付します
村では、スポーツで国際、全国、県大会等へ出場する方へ奨励金を交

お問い合わせください。

 

健康診査を受けましょう！  

歳以上の村民を対象に集団健診を行います。

自分の健康のために、家族みんなで１年に１回は健診を受けましょう！

対象の方には４月下旬に必要書類を個別通知しています。 

健診を希望される方で、案内が届かない場合は、健康係までお問い合

 

飯舘村子育て世代包括支援センター開所
妊娠期から子育て期にわたるまで、切れ目なく安心し

を４月から健康福

支援センターは、子育ての総合相談窓口で、保健師、栄養士等が保健、

関係機関と連携しながら子育てを支援していきます。

ごとやお困りごとがありましたら、どうぞ

 

受付時間

午前８時

午前 11

午前９時～

午前 11

午前８時

午前 10

 

俳句とピアノが出会うスペシャルコンサートのご案内
までい大使で、現代を代表する俳人の黛まどかさんと、国際的に活

躍するピアニストのシャニ・ディリュカさんによるコンサートを開催

します。俳句と音楽によるスペシャルコンサートにぜひ、ご来場くだ

さい。コンサートについて詳しくは、同封チラシをご覧ください。 

 

「沖縄までいの旅」研

転出転入等で住所が変更されていると、現住所が把握できていないこ

とがあります。５月に入っても案内が届かない場合は、生涯学習課まで

小学５・６年生児童 

※隔年開催とし来年は実施しませんので、今回どうぞご参加ください。

○募集要件…本事業の他に行われる事前研修会３回・事後研修会２回、

全国大会等出場者に奨励金を交付します 

村では、スポーツで国際、全国、県大会等へ出場する方へ奨励金を交

お問い合わせください。

歳以上の村民を対象に集団健診を行います。

自分の健康のために、家族みんなで１年に１回は健診を受けましょう！

健診を希望される方で、案内が届かない場合は、健康係までお問い合

飯舘村子育て世代包括支援センター開所  

妊娠期から子育て期にわたるまで、切れ目なく安心して子育

を４月から健康福

等が保健、

関係機関と連携しながら子育てを支援していきます。

どうぞお気軽

受付時間 

午前８時 30 分～

11 時 

午前９時～ 

11 時 

午前８時 30 分～

10 時 

内  
までい大使で、現代を代表する俳人の黛まどかさんと、国際的に活

躍するピアニストのシャニ・ディリュカさんによるコンサートを開催

します。俳句と音楽によるスペシャルコンサートにぜひ、ご来場くだ

 

 

「沖縄までいの旅」研

転出転入等で住所が変更されていると、現住所が把握できていないこ

とがあります。５月に入っても案内が届かない場合は、生涯学習課まで

※隔年開催とし来年は実施しませんので、今回どうぞご参加ください。 

○募集要件…本事業の他に行われる事前研修会３回・事後研修会２回、 

 

村では、スポーツで国際、全国、県大会等へ出場する方へ奨励金を交

お問い合わせください。 

歳以上の村民を対象に集団健診を行います。

自分の健康のために、家族みんなで１年に１回は健診を受けましょう！  

健診を希望される方で、案内が届かない場合は、健康係までお問い合

 

て子育

を４月から健康福

等が保健、

関係機関と連携しながら子育てを支援していきます。 

お気軽

 

分～ 

分～ 

   



○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）

４月

１ｍ

 0.26

0.38

 0.27

0.22

0.34

 0.30

0.21

0.21

0.14

 0.33

 0.18

0.34

0.29

0.41

2.08

0.46

0.14

0.45

0.36

0.22

cm の高さで測定）

４

１ｍ

 0.17

0.23

 0.12

0.24

0.29

0.18

0.10

0.27

0.20

0.18

0.22

0.22

0.11

 0.19

1.89

0.29

 0.16

0.18

 0.19

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 16 日（晴

ｍ １

0.26 0.28

0.38 0.37

0.27 0.23

0.22 0.19

0.34 0.33

0.30 0.26

0.21 0.20

0.21 0.19

0.14 0.13

0.33 0.37

0.18 0.16

0.34 0.33

0.29 0.25

0.41 0.33

2.08 2.58

0.46 0.38

0.14 0.12

0.45 0.48

0.36 0.34

0.22 0.21

の高さで測定）

４月 16 日

１ｍ １

0.17 0.18

0.23 0.29

0.12 0.12

0.24 0.25

0.29 0.29

0.18 0.16

0.10 0.11

0.27 0.23

0.20 0.19

0.18 0.16

0.22 0.19

0.22 0.20

0.11 0.11

0.19 0.15

1.89 2.09

0.29 0.27

0.16 0.16

0.18 0.17

0.19 0.17

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） ４

１cｍ 

0.28 

0.37 

0.23 

0.19 

0.33 

0.26 

0.20 

0.19 

0.13 

0.37 

0.16 

0.33 

0.25 

0.33 

2.58 

0.38 

0.12 

0.48 

0.34 

0.21 

の高さで測定） 

日 

１cm 

0.18 

0.29 

0.12 

0.25 

0.29 

0.16 

0.11 

0.23 

0.19 

0.16 

0.19 

0.20 

0.11 

0.15 

2.09 

0.27 

0.16 

0.17 

0.17 

0.12 

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

４月４日（晴

１ｍ 

0.29 

0.36 

0.28 

0.23 

0.31 

0.33 

0.18 

0.21 

0.14 

0.35 

0.18 

0.38 

0.33 

0.41 

1.95 

0.47 

0.16 

0.37 

0.37 

0.24 

４月４

１ｍ 

0.18 

0.21 

0.12 

0.25 

0.26 

0.19 

0.12 

0.25 

0.20 

0.19 

0.23 

0.21 

0.13 

0.20 

1.91 

0.38 

0.15 

0.19 

0.17 

0.12 

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。 

４日（晴） 

１cm 

0.29 

0.43 

0.29 

0.18 

0.29 

0.25 

0.17 

0.22 

0.14 

0.36 

0.17 

0.34 

0.31 

0.44 

2.88 

0.39 

0.18 

0.35 

0.35 

0.21 

４日 

１cm 

0.16 

0.27 

0.13 

0.25 

0.22 

0.17 

0.10 

0.23 

0.19 

0.17 

0.16 

0.20 

0.12 

0.16 

2.19 

0.36 

0.13 

0.20 

0.16 

0.11 

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 

 

 

 

 

 箏・中国箏・ギターのトッププレイヤー４人からなる「香音アンサン

ブル」のコンサートが開かれます。

 「川の流れのように」など懐かしいメロディーから現代風にアレンジ

された曲まで、優雅な和の音色をお楽しみください。

○日  

○場  

○申し込み…電話または

問・申込

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。今

年度より３か月に

待ちしています。

５月

５月

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

福島市社会福祉協議会では、

として、

誘いのうえご参加ください。

○開催日…

○会 

○内 

○持ち物…エプロン、三角巾、スリッパ

問福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

南相馬市飯舘同窓会で

でも参加自由ですのでふるってご参加ください。

○日 

○会 

※詳細については下記まで、

問南相馬市飯舘同窓会長（坂本）（

ゆかい
村民同士の親睦と情報交換、健康づくりを目的に毎月１回開催してい

ます。

○定員

問・申込

飼い犬等のしつけ方教室の開催について
 県では、飼い犬飼養の普及啓発のため、講座を開催します。受講を希

望される方は、下記までお問い合わせください。

〇会

〇内

    

※学科と実技セットでの受講が望ましいです。

〇受講料…

 

問相双保健福祉事務所

上 

 

５月

午前８時

（福島飯野支所～交流センター「ふれ愛館」経由）

午後４時

 

第１回

箏
こ と

箏・中国箏・ギターのトッププレイヤー４人からなる「香音アンサン

ブル」のコンサートが開かれます。

「川の流れのように」など懐かしいメロディーから現代風にアレンジ

された曲まで、優雅な和の音色をお楽しみください。

  時…

  所…

○申し込み…電話または

・申込生涯学習係（ふれ愛館

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。今

年度より３か月に

待ちしています。

開催日

５月 22 日（水）

５月 27 日（月）

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

ホッとサロン「てとて」の開催について
福島市社会福祉協議会では、

として、お茶のみ会や各種イベント

誘いのうえご参加ください。

○開催日…５月

 場…福島市保健福祉センター４階調理実習室（福島市

 容…料理教室（みんな

○持ち物…エプロン、三角巾、スリッパ

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

グラウンドゴルフ練習会を開催します
南相馬市飯舘同窓会で

でも参加自由ですのでふるってご参加ください。

 程…５月

 場…南相馬市原町区仲町河川敷

※詳細については下記まで、

南相馬市飯舘同窓会長（坂本）（

ゆかい
村民同士の親睦と情報交換、健康づくりを目的に毎月１回開催してい

ます。どなた

○定員 20 名（申込み順）

・申込代表世話人

飼い犬等のしつけ方教室の開催について
県では、飼い犬飼養の普及啓発のため、講座を開催します。受講を希

望される方は、下記までお問い合わせください。

会 場…相双保健福祉事務所

内 容…学科：犬の本能、習性、生理、健康管理、関係法令

     実技：オペラント条件付け〈飼い犬同伴〉

※学科と実技セットでの受講が望ましいです。

〇受講料…無し

相双保健福祉事務所

５月 14 日（火）

午前８時 30

（福島飯野支所～交流センター「ふれ愛館」経由）

午後４時  戻り・到着

第１回 
５月

５月

箏とギターのポップ・コンサート

箏・中国箏・ギターのトッププレイヤー４人からなる「香音アンサン

ブル」のコンサートが開かれます。

「川の流れのように」など懐かしいメロディーから現代風にアレンジ

された曲まで、優雅な和の音色をお楽しみください。

時…６月８日（土）

所…交流センター「ふれ愛館」ホール

○申し込み…電話または

生涯学習係（ふれ愛館

「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。今

年度より３か月に 1

待ちしています。 

開催日 

日（水） 

午前日（月） 

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

ホッとサロン「てとて」の開催について
福島市社会福祉協議会では、

お茶のみ会や各種イベント

誘いのうえご参加ください。

５月 22

場…福島市保健福祉センター４階調理実習室（福島市

料理教室（みんな

○持ち物…エプロン、三角巾、スリッパ

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

グラウンドゴルフ練習会を開催します
南相馬市飯舘同窓会で

でも参加自由ですのでふるってご参加ください。

５月９日（木）

場…南相馬市原町区仲町河川敷

※詳細については下記まで、

南相馬市飯舘同窓会長（坂本）（

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

どなたでも参加できます。

名（申込み順）

代表世話人

飼い犬等のしつけ方教室の開催について
県では、飼い犬飼養の普及啓発のため、講座を開催します。受講を希

望される方は、下記までお問い合わせください。

…相双保健福祉事務所

…学科：犬の本能、習性、生理、健康管理、関係法令

実技：オペラント条件付け〈飼い犬同伴〉

※学科と実技セットでの受講が望ましいです。

無し 

相双保健福祉事務所

日（火） 

30 分 永井川集会所

（福島飯野支所～交流センター「ふれ愛館」経由）

戻り・到着

日程

５月 16 日（木）

５月 23 日（木）

とギターのポップ・コンサート

箏・中国箏・ギターのトッププレイヤー４人からなる「香音アンサン

ブル」のコンサートが開かれます。

「川の流れのように」など懐かしいメロディーから現代風にアレンジ

された曲まで、優雅な和の音色をお楽しみください。

６月８日（土） 

交流センター「ふれ愛館」ホール

○申し込み…電話または FAX

生涯学習係（ふれ愛館

「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。今

1 回（年４回）の開催となります。皆さんの参加をお

 

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☎

ホッとサロン「てとて」の開催について
福島市社会福祉協議会では、

お茶のみ会や各種イベント

誘いのうえご参加ください。

22 日（水） 

場…福島市保健福祉センター４階調理実習室（福島市

料理教室（みんな

○持ち物…エプロン、三角巾、スリッパ

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

グラウンドゴルフ練習会を開催します
南相馬市飯舘同窓会では、

でも参加自由ですのでふるってご参加ください。

日（木） 午前９時～

場…南相馬市原町区仲町河川敷

※詳細については下記まで、

南相馬市飯舘同窓会長（坂本）（

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

でも参加できます。

名（申込み順）  

代表世話人 佐藤俊雄（☎

飼い犬等のしつけ方教室の開催について
県では、飼い犬飼養の普及啓発のため、講座を開催します。受講を希

望される方は、下記までお問い合わせください。

…相双保健福祉事務所

…学科：犬の本能、習性、生理、健康管理、関係法令

実技：オペラント条件付け〈飼い犬同伴〉

※学科と実技セットでの受講が望ましいです。

相双保健福祉事務所（☎

日時

永井川集会所

（福島飯野支所～交流センター「ふれ愛館」経由）

戻り・到着 

日程 

日（木） 

日（木） 

とギターのポップ・コンサート

箏・中国箏・ギターのトッププレイヤー４人からなる「香音アンサン

ブル」のコンサートが開かれます。

「川の流れのように」など懐かしいメロディーから現代風にアレンジ

された曲まで、優雅な和の音色をお楽しみください。

   開場：午後１時

交流センター「ふれ愛館」ホール

FAX でお申し込みください。

生涯学習係（ふれ愛館☎

「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。今

回（年４回）の開催となります。皆さんの参加をお

時間 

10 時 

～  

時 30分

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

ホッとサロン「てとて」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

お茶のみ会や各種イベント

誘いのうえご参加ください。 

 午前９時

場…福島市保健福祉センター４階調理実習室（福島市

料理教室（みんなで作ろう簡単おやき）

○持ち物…エプロン、三角巾、スリッパ

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

グラウンドゴルフ練習会を開催します
は、練習会の参加者を募集しています。どなた

でも参加自由ですのでふるってご参加ください。

午前９時～

場…南相馬市原町区仲町河川敷

※詳細については下記まで、お問い合わせください。

南相馬市飯舘同窓会長（坂本）（

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

でも参加できます。

 ○申込み締切…

佐藤俊雄（☎

飼い犬等のしつけ方教室の開催について
県では、飼い犬飼養の普及啓発のため、講座を開催します。受講を希

望される方は、下記までお問い合わせください。

…相双保健福祉事務所 

…学科：犬の本能、習性、生理、健康管理、関係法令

実技：オペラント条件付け〈飼い犬同伴〉

※学科と実技セットでの受講が望ましいです。

（☎0244-26

日時 

永井川集会所 集合

（福島飯野支所～交流センター「ふれ愛館」経由）

午後１

とギターのポップ・コンサート

箏・中国箏・ギターのトッププレイヤー４人からなる「香音アンサン

ブル」のコンサートが開かれます。 

「川の流れのように」など懐かしいメロディーから現代風にアレンジ

された曲まで、優雅な和の音色をお楽しみください。

開場：午後１時

交流センター「ふれ愛館」ホール

でお申し込みください。

☎0244-42

「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。今

回（年４回）の開催となります。皆さんの参加をお

分 

原町区福祉会館視聴覚室

川俣町老人福祉

いきいき荘

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

ホッとサロン「てとて」の開催について
福島市内に避難されている方の

お茶のみ会や各種イベントを開催しています。

午前９時 30

場…福島市保健福祉センター４階調理実習室（福島市

で作ろう簡単おやき）

○持ち物…エプロン、三角巾、スリッパ

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

グラウンドゴルフ練習会を開催します
練習会の参加者を募集しています。どなた

でも参加自由ですのでふるってご参加ください。

午前９時～ 24

場…南相馬市原町区仲町河川敷 

お問い合わせください。

南相馬市飯舘同窓会長（坂本）（☎090

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

でも参加できます。お気軽に

○申込み締切…

佐藤俊雄（☎090-4885

飼い犬等のしつけ方教室の開催について
県では、飼い犬飼養の普及啓発のため、講座を開催します。受講を希

望される方は、下記までお問い合わせください。

 大会議室

…学科：犬の本能、習性、生理、健康管理、関係法令

実技：オペラント条件付け〈飼い犬同伴〉

※学科と実技セットでの受講が望ましいです。

26-1351

集合   

（福島飯野支所～交流センター「ふれ愛館」経由）

１時 30 分～午後３時

とギターのポップ・コンサート

箏・中国箏・ギターのトッププレイヤー４人からなる「香音アンサン

「川の流れのように」など懐かしいメロディーから現代風にアレンジ

された曲まで、優雅な和の音色をお楽しみください。

開場：午後１時 

交流センター「ふれ愛館」ホール 

でお申し込みください。

42-0072

「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。今

回（年４回）の開催となります。皆さんの参加をお

場所

原町区福祉会館視聴覚室

川俣町老人福祉

いきいき荘 

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244

ホッとサロン「てとて」の開催について
福島市内に避難されている方の

を開催しています。

30 分～ 

場…福島市保健福祉センター４階調理実習室（福島市

で作ろう簡単おやき）

○持ち物…エプロン、三角巾、スリッパ 

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

グラウンドゴルフ練習会を開催します
練習会の参加者を募集しています。どなた

でも参加自由ですのでふるってご参加ください。

24 日（金）

お問い合わせください。

090-4310-

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

お気軽にご参加

○申込み締切…５月

4885-9266

飼い犬等のしつけ方教室の開催について
県では、飼い犬飼養の普及啓発のため、講座を開催します。受講を希

望される方は、下記までお問い合わせください。

大会議室 

…学科：犬の本能、習性、生理、健康管理、関係法令

実技：オペラント条件付け〈飼い犬同伴〉

※学科と実技セットでの受講が望ましいです。 

1351） 

 

（福島飯野支所～交流センター「ふれ愛館」経由）

時間 

分～午後３時

とギターのポップ・コンサート」

箏・中国箏・ギターのトッププレイヤー４人からなる「香音アンサン

「川の流れのように」など懐かしいメロディーから現代風にアレンジ

された曲まで、優雅な和の音色をお楽しみください。 

 開演：午後１時

 

でお申し込みください。 

0072、FAX0244

「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。今

回（年４回）の開催となります。皆さんの参加をお

場所 

原町区福祉会館視聴覚室

川俣町老人福祉ｾﾝﾀｰ

 

0244-42-1021

ホッとサロン「てとて」の開催について
福島市内に避難されている方の

を開催しています。

場…福島市保健福祉センター４階調理実習室（福島市

で作ろう簡単おやき） 

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎024

グラウンドゴルフ練習会を開催します
練習会の参加者を募集しています。どなた

でも参加自由ですのでふるってご参加ください。 

日（金） 午後１時

お問い合わせください。 

-5387） 

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

ご参加ください

５月 10 日（金）まで

9266） 

飼い犬等のしつけ方教室の開催について
県では、飼い犬飼養の普及啓発のため、講座を開催します。受講を希

望される方は、下記までお問い合わせください。 

…学科：犬の本能、習性、生理、健康管理、関係法令

実技：オペラント条件付け〈飼い犬同伴〉 

 

（福島飯野支所～交流センター「ふれ愛館」経由） 

村内復興状況の

視察研修

参加

※昼食付

分～午後３時 30

」開催

箏・中国箏・ギターのトッププレイヤー４人からなる「香音アンサン

「川の流れのように」など懐かしいメロディーから現代風にアレンジ

 

開演：午後１時

 

FAX0244-42-

 

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。今

回（年４回）の開催となります。皆さんの参加をお

原町区福祉会館視聴覚室 

ｾﾝﾀｰ 

1021） 

ホッとサロン「てとて」の開催について
福島市内に避難されている方の

を開催しています。ぜひお友達をお

場…福島市保健福祉センター４階調理実習室（福島市森合町

024-533-8881

グラウンドゴルフ練習会を開催します
練習会の参加者を募集しています。どなた

午後１時 15

  

 

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

ください。 

日（金）まで 

飼い犬等のしつけ方教室の開催について
県では、飼い犬飼養の普及啓発のため、講座を開催します。受講を希

…学科：犬の本能、習性、生理、健康管理、関係法令

 

内容

村内復興状況の

視察研修

参加 2,000

※昼食付

30 分 

開催 

箏・中国箏・ギターのトッププレイヤー４人からなる「香音アンサン

「川の流れのように」など懐かしいメロディーから現代風にアレンジ

開演：午後１時 30 分

-0860）

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。今

回（年４回）の開催となります。皆さんの参加をお

会費

 100 円
当日

徴収

ホッとサロン「てとて」の開催について 
福島市内に避難されている方の憩いの場

お友達をお

森合町 10

8881） 

グラウンドゴルフ練習会を開催します 
練習会の参加者を募集しています。どなた

15 分～ 

なしあわせカフェ永井川のお知らせ 

村民同士の親睦と情報交換、健康づくりを目的に毎月１回開催してい

 

 

飼い犬等のしつけ方教室の開催について  

県では、飼い犬飼養の普及啓発のため、講座を開催します。受講を希

…学科：犬の本能、習性、生理、健康管理、関係法令 

内容 

村内復興状況の

視察研修 

2,000 円  

※昼食付 

内容 

学科 

実技 

箏・中国箏・ギターのトッププレイヤー４人からなる「香音アンサン

「川の流れのように」など懐かしいメロディーから現代風にアレンジ

分 

） 

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。今

回（年４回）の開催となります。皆さんの参加をお

会費 

円 
当日 

徴収 

憩いの場

お友達をお

0-1） 

 

練習会の参加者を募集しています。どなた

 

村民同士の親睦と情報交換、健康づくりを目的に毎月１回開催してい

 

県では、飼い犬飼養の普及啓発のため、講座を開催します。受講を希

村内復興状況の 

 

 

 

 


