
 

 

 

 
 

防止を

①

②冬期間使用しない場合は、水道管凍結による漏水防止のため

③村や業者に止水（

④建物を解体し、屋外に給水栓（蛇口）が露出のままになっている場合は、

問

館までお越しください。検査は検査車輌内で実施します。事前の申し込み

はいりません。

○日

○

○場

※当日は、子宮がん検診も同会場で実施しております。

※村外の内部被ばく検査は、あづま脳神経外科病院（福島市）で実施を

しています。受ける場合は、予約が必要となります。不明な点は健康福

祉課健康係までご連絡ください。

問

 

ナリエ」点灯式と「こども映画まつり」が開催されます。

小物を作ります。ご家族で、ぜひお越しください。（イベントの詳細は、

11

○日

○場

○内

     

     

※映画まつりでは、先着

をプレゼント！

問

きますので、ぜひ教室にご参加下さい！

○日

      

○場

○内

     

○講

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装③運動靴

問

 

 

ご自宅の水道管の凍結にご注意ください
冬期間は

防止を行い、漏水

①水抜き栓を使用して、凍結の予防をしてください。

②冬期間使用しない場合は、水道管凍結による漏水防止のため

元栓止水

③村や業者に止水（

の有無

④建物を解体し、屋外に給水栓（蛇口）が露出のままになっている場合は、

必ず元栓で止水し凍結破裂を防いでください。

問建設課建設管理係（☎

村内で内部被ばく検査を実施します。受診希望の方は、いいたてふれ愛

館までお越しください。検査は検査車輌内で実施します。事前の申し込み

はいりません。

○日  

○受付時間…

○場  

※当日は、子宮がん検診も同会場で実施しております。

※村外の内部被ばく検査は、あづま脳神経外科病院（福島市）で実施を

しています。受ける場合は、予約が必要となります。不明な点は健康福

祉課健康係までご連絡ください。

問健康福祉課健康係（☎

いいたてルミナリエ＆こども映画まつり開催
 12 月 7

ナリエ」点灯式と「こども映画まつり」が開催されます。

当日は、映画上映会のほかマジカルバルルーン

小物を作ります。ご家族で、ぜひお越しください。（イベントの詳細は、

11 月５日号に同封しましたチラシをご覧ください

○日 時…

○場 所…

○内 容

     

     

※映画まつりでは、先着

をプレゼント！

問飯舘村商工会

「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

きますので、ぜひ教室にご参加下さい！

○日 時…

      

○場 所…交流センターふれ愛館

○内 容…①

     

○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③運動靴

問健康福祉課健康係

いいたてクリニックの診療日時

ご自宅の水道管の凍結にご注意ください
冬期間は、水道管

行い、漏水

水抜き栓を使用して、凍結の予防をしてください。

②冬期間使用しない場合は、水道管凍結による漏水防止のため

元栓止水をお願いします。

③村や業者に止水（

の有無などの確認のため

④建物を解体し、屋外に給水栓（蛇口）が露出のままになっている場合は、

必ず元栓で止水し凍結破裂を防いでください。

建設課建設管理係（☎

村内で内部被ばく検査実施します
村内で内部被ばく検査を実施します。受診希望の方は、いいたてふれ愛

館までお越しください。検査は検査車輌内で実施します。事前の申し込み

はいりません。 

 時…12

受付時間…午後１時

  所…交流センターふれ愛館

※当日は、子宮がん検診も同会場で実施しております。

※村外の内部被ばく検査は、あづま脳神経外科病院（福島市）で実施を

しています。受ける場合は、予約が必要となります。不明な点は健康福

祉課健康係までご連絡ください。

健康福祉課健康係（☎

いいたてルミナリエ＆こども映画まつり開催
7 日に交流センターふれ愛館でイルミネーション「いいたてルミ

ナリエ」点灯式と「こども映画まつり」が開催されます。

当日は、映画上映会のほかマジカルバルルーン

小物を作ります。ご家族で、ぜひお越しください。（イベントの詳細は、

日号に同封しましたチラシをご覧ください

時…12 月

所…交流センターふれ愛館

容…午後０時

     午後２時

     午後４時

※映画まつりでは、先着

をプレゼント！ 

飯舘村商工会（☎

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」と思っている方！どなたでも参加で

きますので、ぜひ教室にご参加下さい！

時…①12

        ④12

午前

所…交流センターふれ愛館

容…①熱血教室（運動強度：強）

     ③メタボ予防（運動強度：中）④関節痛予防（

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③運動靴

健康福祉課健康係

いいたてクリニックの診療日時

ご自宅の水道管の凍結にご注意ください
水道管の凍結

行い、漏水が起こらないようお気を付けください。

水抜き栓を使用して、凍結の予防をしてください。

②冬期間使用しない場合は、水道管凍結による漏水防止のため

をお願いします。

③村や業者に止水（元栓止水

などの確認のため

④建物を解体し、屋外に給水栓（蛇口）が露出のままになっている場合は、

必ず元栓で止水し凍結破裂を防いでください。

建設課建設管理係（☎

村内で内部被ばく検査実施します
村内で内部被ばく検査を実施します。受診希望の方は、いいたてふれ愛

館までお越しください。検査は検査車輌内で実施します。事前の申し込み

 

12 月３日（火）

午後１時 30

…交流センターふれ愛館

※当日は、子宮がん検診も同会場で実施しております。

※村外の内部被ばく検査は、あづま脳神経外科病院（福島市）で実施を

しています。受ける場合は、予約が必要となります。不明な点は健康福

祉課健康係までご連絡ください。

健康福祉課健康係（☎

いいたてルミナリエ＆こども映画まつり開催
日に交流センターふれ愛館でイルミネーション「いいたてルミ

ナリエ」点灯式と「こども映画まつり」が開催されます。

当日は、映画上映会のほかマジカルバルルーン

小物を作ります。ご家族で、ぜひお越しください。（イベントの詳細は、

日号に同封しましたチラシをご覧ください

月７日（土）

交流センターふれ愛館

午後０時 30

午後２時 30

午後４時 45

※映画まつりでは、先着

 

（☎0244

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」と思っている方！どなたでも参加で

きますので、ぜひ教室にご参加下さい！

12 月４日（水）

12 月 25 日（水）

午前 10 時 15

所…交流センターふれ愛館

熱血教室（運動強度：強）

③メタボ予防（運動強度：中）④関節痛予防（

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③運動靴

健康福祉課健康係(いちばん館内

いいたてクリニックの診療日時

ご自宅の水道管の凍結にご注意ください
凍結による破裂・漏水が多発します

が起こらないようお気を付けください。

水抜き栓を使用して、凍結の予防をしてください。

②冬期間使用しない場合は、水道管凍結による漏水防止のため

をお願いします。 

元栓止水）を依頼する場合は、住宅内の水抜き・漏水

などの確認のため必ず立会いをお願いします

④建物を解体し、屋外に給水栓（蛇口）が露出のままになっている場合は、

必ず元栓で止水し凍結破裂を防いでください。

建設課建設管理係（☎0244-

村内で内部被ばく検査実施します
村内で内部被ばく検査を実施します。受診希望の方は、いいたてふれ愛

館までお越しください。検査は検査車輌内で実施します。事前の申し込み

月３日（火） 

30 分～午後３時

…交流センターふれ愛館

※当日は、子宮がん検診も同会場で実施しております。

※村外の内部被ばく検査は、あづま脳神経外科病院（福島市）で実施を

しています。受ける場合は、予約が必要となります。不明な点は健康福

祉課健康係までご連絡ください。

健康福祉課健康係（☎0244-

いいたてルミナリエ＆こども映画まつり開催
日に交流センターふれ愛館でイルミネーション「いいたてルミ

ナリエ」点灯式と「こども映画まつり」が開催されます。

当日は、映画上映会のほかマジカルバルルーン

小物を作ります。ご家族で、ぜひお越しください。（イベントの詳細は、

日号に同封しましたチラシをご覧ください

日（土） 午前

交流センターふれ愛館

30 分～ 

30 分～  

45 分～ 

※映画まつりでは、先着 100 名様にポップコーン・お菓子・おにぎりなど

0244-26-7957

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」と思っている方！どなたでも参加で

きますので、ぜひ教室にご参加下さい！

日（水）、②

日（水） 

15 分～午前

所…交流センターふれ愛館

熱血教室（運動強度：強）

③メタボ予防（運動強度：中）④関節痛予防（

師…健康運動指導士 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③運動靴

いちばん館内

いいたてクリニックの診療日時

ご自宅の水道管の凍結にご注意ください
による破裂・漏水が多発します

が起こらないようお気を付けください。

水抜き栓を使用して、凍結の予防をしてください。

②冬期間使用しない場合は、水道管凍結による漏水防止のため

 

）を依頼する場合は、住宅内の水抜き・漏水

必ず立会いをお願いします

④建物を解体し、屋外に給水栓（蛇口）が露出のままになっている場合は、

必ず元栓で止水し凍結破裂を防いでください。

-42-1624

村内で内部被ばく検査実施します
村内で内部被ばく検査を実施します。受診希望の方は、いいたてふれ愛

館までお越しください。検査は検査車輌内で実施します。事前の申し込み

分～午後３時

…交流センターふれ愛館 

※当日は、子宮がん検診も同会場で実施しております。

※村外の内部被ばく検査は、あづま脳神経外科病院（福島市）で実施を

しています。受ける場合は、予約が必要となります。不明な点は健康福

祉課健康係までご連絡ください。 

-42-1637

いいたてルミナリエ＆こども映画まつり開催
日に交流センターふれ愛館でイルミネーション「いいたてルミ

ナリエ」点灯式と「こども映画まつり」が開催されます。

当日は、映画上映会のほかマジカルバルルーン

小物を作ります。ご家族で、ぜひお越しください。（イベントの詳細は、

日号に同封しましたチラシをご覧ください

午前 11 時

交流センターふれ愛館 

 映画上映会・「怪盗グルーのミニオン大脱走」

  マジカルバルルーン

 点灯式 

名様にポップコーン・お菓子・おにぎりなど

7957） 

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」と思っている方！どなたでも参加で

きますので、ぜひ教室にご参加下さい！

②12 月

 

分～午前 11

所…交流センターふれ愛館 

熱血教室（運動強度：強）

③メタボ予防（運動強度：中）④関節痛予防（

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③運動靴

いちばん館内☎024

いいたてクリニックの診療日時 

第 928

ご自宅の水道管の凍結にご注意ください
による破裂・漏水が多発します

が起こらないようお気を付けください。

水抜き栓を使用して、凍結の予防をしてください。

②冬期間使用しない場合は、水道管凍結による漏水防止のため

）を依頼する場合は、住宅内の水抜き・漏水

必ず立会いをお願いします

④建物を解体し、屋外に給水栓（蛇口）が露出のままになっている場合は、

必ず元栓で止水し凍結破裂を防いでください。

1624） 

村内で内部被ばく検査実施します
村内で内部被ばく検査を実施します。受診希望の方は、いいたてふれ愛

館までお越しください。検査は検査車輌内で実施します。事前の申し込み

分～午後３時 

 

※当日は、子宮がん検診も同会場で実施しております。

※村外の内部被ばく検査は、あづま脳神経外科病院（福島市）で実施を

しています。受ける場合は、予約が必要となります。不明な点は健康福

1637） 

いいたてルミナリエ＆こども映画まつり開催
日に交流センターふれ愛館でイルミネーション「いいたてルミ

ナリエ」点灯式と「こども映画まつり」が開催されます。

当日は、映画上映会のほかマジカルバルルーン

小物を作ります。ご家族で、ぜひお越しください。（イベントの詳細は、

日号に同封しましたチラシをご覧ください

時 50 分～

映画上映会・「怪盗グルーのミニオン大脱走」

マジカルバルルーン

 

名様にポップコーン・お菓子・おにぎりなど

 

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」と思っている方！どなたでも参加で

きますので、ぜひ教室にご参加下さい！ 

月 11 日（水）

11 時 45

熱血教室（運動強度：強）②介護予防（運動強度：弱）

③メタボ予防（運動強度：中）④関節痛予防（

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③運動靴

0244-42

 毎週火・木曜日

928 号 

ご自宅の水道管の凍結にご注意ください
による破裂・漏水が多発します

が起こらないようお気を付けください。

水抜き栓を使用して、凍結の予防をしてください。

②冬期間使用しない場合は、水道管凍結による漏水防止のため

）を依頼する場合は、住宅内の水抜き・漏水

必ず立会いをお願いします

④建物を解体し、屋外に給水栓（蛇口）が露出のままになっている場合は、

必ず元栓で止水し凍結破裂を防いでください。 

村内で内部被ばく検査実施します
村内で内部被ばく検査を実施します。受診希望の方は、いいたてふれ愛

館までお越しください。検査は検査車輌内で実施します。事前の申し込み

※当日は、子宮がん検診も同会場で実施しております。

※村外の内部被ばく検査は、あづま脳神経外科病院（福島市）で実施を

しています。受ける場合は、予約が必要となります。不明な点は健康福

いいたてルミナリエ＆こども映画まつり開催
日に交流センターふれ愛館でイルミネーション「いいたてルミ

ナリエ」点灯式と「こども映画まつり」が開催されます。

当日は、映画上映会のほかマジカルバルルーン Yes

小物を作ります。ご家族で、ぜひお越しください。（イベントの詳細は、

日号に同封しましたチラシをご覧ください。）

分～ 

映画上映会・「怪盗グルーのミニオン大脱走」

マジカルバルルーン Yes

名様にポップコーン・お菓子・おにぎりなど

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」と思っている方！どなたでも参加で

日（水）、③

45 分 

②介護予防（運動強度：弱）

③メタボ予防（運動強度：中）④関節痛予防（

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③運動靴

42-1637)

毎週火・木曜日

 令和元

ご自宅の水道管の凍結にご注意ください
による破裂・漏水が多発します。

が起こらないようお気を付けください。 

水抜き栓を使用して、凍結の予防をしてください。 

②冬期間使用しない場合は、水道管凍結による漏水防止のため

）を依頼する場合は、住宅内の水抜き・漏水

必ず立会いをお願いします。 

④建物を解体し、屋外に給水栓（蛇口）が露出のままになっている場合は、

村内で内部被ばく検査実施します
村内で内部被ばく検査を実施します。受診希望の方は、いいたてふれ愛

館までお越しください。検査は検査車輌内で実施します。事前の申し込み

※当日は、子宮がん検診も同会場で実施しております。 

※村外の内部被ばく検査は、あづま脳神経外科病院（福島市）で実施を

しています。受ける場合は、予約が必要となります。不明な点は健康福

いいたてルミナリエ＆こども映画まつり開催
日に交流センターふれ愛館でイルミネーション「いいたてルミ

ナリエ」点灯式と「こども映画まつり」が開催されます。 

Yes と一緒にクリスマス

小物を作ります。ご家族で、ぜひお越しください。（イベントの詳細は、

） 

映画上映会・「怪盗グルーのミニオン大脱走」

Yes とワークショップ

名様にポップコーン・お菓子・おにぎりなど

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」と思っている方！どなたでも参加で

③12 月

②介護予防（運動強度：弱）

③メタボ予防（運動強度：中）④関節痛予防（運動強度：弱

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③運動靴 

1637) 

毎週火・木曜日 午前９時～正午（受付は午前８時

令和元年 11 月

ご自宅の水道管の凍結にご注意ください
。水道管の凍結

 

②冬期間使用しない場合は、水道管凍結による漏水防止のため水道の

）を依頼する場合は、住宅内の水抜き・漏水

④建物を解体し、屋外に給水栓（蛇口）が露出のままになっている場合は、

村内で内部被ばく検査実施します 
村内で内部被ばく検査を実施します。受診希望の方は、いいたてふれ愛

館までお越しください。検査は検査車輌内で実施します。事前の申し込み

※村外の内部被ばく検査は、あづま脳神経外科病院（福島市）で実施を

しています。受ける場合は、予約が必要となります。不明な点は健康福

いいたてルミナリエ＆こども映画まつり開催
日に交流センターふれ愛館でイルミネーション「いいたてルミ

 

と一緒にクリスマス

小物を作ります。ご家族で、ぜひお越しください。（イベントの詳細は、

映画上映会・「怪盗グルーのミニオン大脱走」

とワークショップ

名様にポップコーン・お菓子・おにぎりなど

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」と思っている方！どなたでも参加で

月 18 日（水）

②介護予防（運動強度：弱）

運動強度：弱

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）

午前９時～正午（受付は午前８時

月 20 日

ご自宅の水道管の凍結にご注意ください 
水道管の凍結

水道の 

）を依頼する場合は、住宅内の水抜き・漏水

④建物を解体し、屋外に給水栓（蛇口）が露出のままになっている場合は、

村内で内部被ばく検査を実施します。受診希望の方は、いいたてふれ愛

館までお越しください。検査は検査車輌内で実施します。事前の申し込み

※村外の内部被ばく検査は、あづま脳神経外科病院（福島市）で実施を 

しています。受ける場合は、予約が必要となります。不明な点は健康福 

いいたてルミナリエ＆こども映画まつり開催 
日に交流センターふれ愛館でイルミネーション「いいたてルミ

と一緒にクリスマス

小物を作ります。ご家族で、ぜひお越しください。（イベントの詳細は、

映画上映会・「怪盗グルーのミニオン大脱走」

とワークショップ 

名様にポップコーン・お菓子・おにぎりなど

 

「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

日（水） 

②介護予防（運動強度：弱） 

運動強度：弱）

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） 

午前９時～正午（受付は午前８時

 

 

日 

 

水道管の凍結

）を依頼する場合は、住宅内の水抜き・漏水

④建物を解体し、屋外に給水栓（蛇口）が露出のままになっている場合は、

村内で内部被ばく検査を実施します。受診希望の方は、いいたてふれ愛

館までお越しください。検査は検査車輌内で実施します。事前の申し込み

 

 

と一緒にクリスマス

映画上映会・「怪盗グルーのミニオン大脱走」 

 

名様にポップコーン・お菓子・おにぎりなど 

「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

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

12
12

すので、ぜひおいでください。

◆12

◆12

◆12

○場  

議会中継がイイタネちゃんアプリ、インターネットで見られます！

 村議会は、村が配信しているイイタネちゃんお知らせアプリとインター

ネットで議会中継が見らます。ぜひご利用ください。

http://gikailive.vill.iitate.fukushima.jp

※ご利用の際、インターネット等の通信費は個人負担となります。

問飯舘村議会事務局（

 村では、令和

は、出欠を伺う通知を郵送しています。

欠席の場合も、必ず出欠ハガキをご返送ください。

○日 

※式では「あまちゃん」「いだてん」の音楽家・大友良英さんが記念講演

を行います。

○場 

○対 

平成

年３月

令和元年

問生涯学習課（☎

村教育委員会では、こども園、小学校、中学校の一層の教育の充実のた

め、学校支援ボランティアを募集します。子どもたち学習活動を様々に支

援するボランティアです。

詳しくは、今回おしらせ版に同封の募集チラシをご覧ください。

問教育課

いいたてまでいな風力発電所建設工事に伴う

大火山において、いいたてまでいな太陽光発電所内に風力発電所の増設

工事を行っています。

工事期間中は、大型車両の通行が増加しますので、周辺の皆さまにご迷

惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

○工事車両通行期間…

問総務

 いいたてまでいな再エネ発電（株）（

東光電気工事（株）担当：堀尾（

福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座の２回目の公開講座を実施し

ます。皆さまお誘いあわせの上、ぜひご参加ください。

○日  

○受付時間…

○場  

○内  

    

      

※当日は軽い運動を行いますので、動きやすい服装、靴でお越しください。

問健康福祉課健康係（☎

○国民健康保険税

○介護保険料

○後期高齢者医療保険料

納期限までに忘れずに納めましょう。便利な口座振替をご利用ください
       

午前９時～正午（受付は午前８時

12月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定
12 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。

月 13 日

月 17 日（火

月 20 日

   所‥‥‥

議会中継がイイタネちゃんアプリ、インターネットで見られます！

村議会は、村が配信しているイイタネちゃんお知らせアプリとインター

ネットで議会中継が見らます。ぜひご利用ください。

http://gikailive.vill.iitate.fukushima.jp

ご利用の際、インターネット等の通信費は個人負担となります。

飯舘村議会事務局（

村では、令和

は、出欠を伺う通知を郵送しています。

欠席の場合も、必ず出欠ハガキをご返送ください。

 時…令和

※式では「あまちゃん」「いだてん」の音楽家・大友良英さんが記念講演

を行います。

 所…交流センター

 象 

11 年４

月 11 日時点で村に住民票のあった方。または、その後村に転入し、

令和元年 10

生涯学習課（☎

学校支援ボランティアを募集します
村教育委員会では、こども園、小学校、中学校の一層の教育の充実のた

め、学校支援ボランティアを募集します。子どもたち学習活動を様々に支

援するボランティアです。

詳しくは、今回おしらせ版に同封の募集チラシをご覧ください。

教育課（☎

いいたてまでいな風力発電所建設工事に伴う

大火山において、いいたてまでいな太陽光発電所内に風力発電所の増設

工事を行っています。

工事期間中は、大型車両の通行が増加しますので、周辺の皆さまにご迷

惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

工事車両通行期間…

総務課企画係

いいたてまでいな再エネ発電（株）（

東光電気工事（株）担当：堀尾（

福島県立医大公開講座
福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座の２回目の公開講座を実施し

ます。皆さまお誘いあわせの上、ぜひご参加ください。

  時…

受付時間…

  所…交流センターふれ愛館

  容…①健康情報を活かすコツ

      

      

※当日は軽い運動を行いますので、動きやすい服装、靴でお越しください。

健康福祉課健康係（☎

○国民健康保険税

○介護保険料

○後期高齢者医療保険料

納期限までに忘れずに納めましょう。便利な口座振替をご利用ください
       

午前９時～正午（受付は午前８時

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。

日（金）‥‥‥

日（火）・

日（金）‥‥‥‥‥‥‥‥･

所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･

議会中継がイイタネちゃんアプリ、インターネットで見られます！

村議会は、村が配信しているイイタネちゃんお知らせアプリとインター

ネットで議会中継が見らます。ぜひご利用ください。

http://gikailive.vill.iitate.fukushima.jp

ご利用の際、インターネット等の通信費は個人負担となります。

飯舘村議会事務局（

令和
村では、令和２年の成人式を下記の日程で開催します。対象となる方へ

は、出欠を伺う通知を郵送しています。

欠席の場合も、必ず出欠ハガキをご返送ください。

令和２年１月

※式では「あまちゃん」「いだてん」の音楽家・大友良英さんが記念講演

を行います。 

…交流センター

４月２日から平成

日時点で村に住民票のあった方。または、その後村に転入し、

10 月１日時点で村に住民票のある方

生涯学習課（☎0244

学校支援ボランティアを募集します
村教育委員会では、こども園、小学校、中学校の一層の教育の充実のた

め、学校支援ボランティアを募集します。子どもたち学習活動を様々に支

援するボランティアです。

詳しくは、今回おしらせ版に同封の募集チラシをご覧ください。

☎0244-42

いいたてまでいな風力発電所建設工事に伴う

大型車両の増加について
大火山において、いいたてまでいな太陽光発電所内に風力発電所の増設

工事を行っています。

工事期間中は、大型車両の通行が増加しますので、周辺の皆さまにご迷

惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

工事車両通行期間…

企画係（☎

いいたてまでいな再エネ発電（株）（

東光電気工事（株）担当：堀尾（

福島県立医大公開講座
福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座の２回目の公開講座を実施し

ます。皆さまお誘いあわせの上、ぜひご参加ください。

…12 月９日（月）

受付時間…午後１時

…交流センターふれ愛館

容…①健康情報を活かすコツ

  ②生活に運動をとりいれるコツ

                 

※当日は軽い運動を行いますので、動きやすい服装、靴でお越しください。

健康福祉課健康係（☎

今
○国民健康保険税

○介護保険料      

○後期高齢者医療保険料

納期限までに忘れずに納めましょう。便利な口座振替をご利用ください

午前９時～正午（受付は午前８時 30 分～午前

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。

）‥‥‥‥‥‥‥‥

）・18 日（水

）‥‥‥‥‥‥‥‥･

‥‥‥‥‥‥‥‥･

議会中継がイイタネちゃんアプリ、インターネットで見られます！

村議会は、村が配信しているイイタネちゃんお知らせアプリとインター

ネットで議会中継が見らます。ぜひご利用ください。

http://gikailive.vill.iitate.fukushima.jp

ご利用の際、インターネット等の通信費は個人負担となります。

飯舘村議会事務局（☎0244

令和２年
年の成人式を下記の日程で開催します。対象となる方へ

は、出欠を伺う通知を郵送しています。

欠席の場合も、必ず出欠ハガキをご返送ください。

年１月 12

※式では「あまちゃん」「いだてん」の音楽家・大友良英さんが記念講演

…交流センターふれ愛館

日から平成

日時点で村に住民票のあった方。または、その後村に転入し、

日時点で村に住民票のある方

0244-42-

学校支援ボランティアを募集します
村教育委員会では、こども園、小学校、中学校の一層の教育の充実のた

め、学校支援ボランティアを募集します。子どもたち学習活動を様々に支

援するボランティアです。

詳しくは、今回おしらせ版に同封の募集チラシをご覧ください。

42-1631

いいたてまでいな風力発電所建設工事に伴う

大型車両の増加について
大火山において、いいたてまでいな太陽光発電所内に風力発電所の増設

工事を行っています。 

工事期間中は、大型車両の通行が増加しますので、周辺の皆さまにご迷

惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

工事車両通行期間…11 月下旬～令和２年６月

（☎0244-4

いいたてまでいな再エネ発電（株）（

東光電気工事（株）担当：堀尾（

福島県立医大公開講座
福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座の２回目の公開講座を実施し

ます。皆さまお誘いあわせの上、ぜひご参加ください。

月９日（月）

午後１時 30 分～午後３時

…交流センターふれ愛館

容…①健康情報を活かすコツ

②生活に運動をとりいれるコツ

           

※当日は軽い運動を行いますので、動きやすい服装、靴でお越しください。

健康福祉課健康係（☎0244

今 月
○国民健康保険税     

       

○後期高齢者医療保険料 

納期限までに忘れずに納めましょう。便利な口座振替をご利用ください

分～午前

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。 

‥‥‥‥‥

日（水）

）‥‥‥‥‥‥‥‥･

‥‥‥‥‥‥‥‥･

議会中継がイイタネちゃんアプリ、インターネットで見られます！

村議会は、村が配信しているイイタネちゃんお知らせアプリとインター

ネットで議会中継が見らます。ぜひご利用ください。

http://gikailive.vill.iitate.fukushima.jp

ご利用の際、インターネット等の通信費は個人負担となります。

0244-42-

年 成人式のご案内
年の成人式を下記の日程で開催します。対象となる方へ

は、出欠を伺う通知を郵送しています。

欠席の場合も、必ず出欠ハガキをご返送ください。

12 日（日）

※式では「あまちゃん」「いだてん」の音楽家・大友良英さんが記念講演

ふれ愛館

日から平成 12 年

日時点で村に住民票のあった方。または、その後村に転入し、

日時点で村に住民票のある方

-0072）

学校支援ボランティアを募集します
村教育委員会では、こども園、小学校、中学校の一層の教育の充実のた

め、学校支援ボランティアを募集します。子どもたち学習活動を様々に支

援するボランティアです。 

詳しくは、今回おしらせ版に同封の募集チラシをご覧ください。

1631） 

いいたてまでいな風力発電所建設工事に伴う

大型車両の増加について
大火山において、いいたてまでいな太陽光発電所内に風力発電所の増設

工事期間中は、大型車両の通行が増加しますので、周辺の皆さまにご迷

惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

月下旬～令和２年６月

42-1613

いいたてまでいな再エネ発電（株）（

東光電気工事（株）担当：堀尾（

福島県立医大公開講座
福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座の２回目の公開講座を実施し

ます。皆さまお誘いあわせの上、ぜひご参加ください。

月９日（月） 

分～午後３時

…交流センターふれ愛館

容…①健康情報を活かすコツ

②生活に運動をとりいれるコツ

           

※当日は軽い運動を行いますので、動きやすい服装、靴でお越しください。

0244-42-

月 の 
     ５期  

    ５期  

  ４期  

納期限までに忘れずに納めましょう。便利な口座振替をご利用ください

分～午前 11 時 30

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。

‥‥‥‥‥ 開

）‥‥一般質問

）‥‥‥‥‥‥‥‥･議案審議・閉会

‥‥‥‥‥‥‥‥･飯舘村役場２階議場

議会中継がイイタネちゃんアプリ、インターネットで見られます！

村議会は、村が配信しているイイタネちゃんお知らせアプリとインター

ネットで議会中継が見らます。ぜひご利用ください。

http://gikailive.vill.iitate.fukushima.jp 

ご利用の際、インターネット等の通信費は個人負担となります。

-1628） 

成人式のご案内
年の成人式を下記の日程で開催します。対象となる方へ

は、出欠を伺う通知を郵送しています。 

欠席の場合も、必ず出欠ハガキをご返送ください。

日（日） 午後１

※式では「あまちゃん」「いだてん」の音楽家・大友良英さんが記念講演

ふれ愛館 

年４月 1 日までに生まれた方で、平成

日時点で村に住民票のあった方。または、その後村に転入し、

日時点で村に住民票のある方

） 

学校支援ボランティアを募集します
村教育委員会では、こども園、小学校、中学校の一層の教育の充実のた

め、学校支援ボランティアを募集します。子どもたち学習活動を様々に支

詳しくは、今回おしらせ版に同封の募集チラシをご覧ください。

いいたてまでいな風力発電所建設工事に伴う

大型車両の増加について
大火山において、いいたてまでいな太陽光発電所内に風力発電所の増設

工事期間中は、大型車両の通行が増加しますので、周辺の皆さまにご迷

惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

月下旬～令和２年６月

1613） 

いいたてまでいな再エネ発電（株）（☎0244

東光電気工事（株）担当：堀尾（☎0244

福島県立医大公開講座
福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座の２回目の公開講座を実施し

ます。皆さまお誘いあわせの上、ぜひご参加ください。

分～午後３時 

…交流センターふれ愛館 

容…①健康情報を活かすコツ 講師：中山

②生活に運動をとりいれるコツ

           講師：森山

※当日は軽い運動を行いますので、動きやすい服装、靴でお越しください。

-1637） 

 納 め
  12 月

  12 月

  12 月

納期限までに忘れずに納めましょう。便利な口座振替をご利用ください

30 分）☎

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。

開会 

般質問 

議案審議・閉会

飯舘村役場２階議場

議会中継がイイタネちゃんアプリ、インターネットで見られます！

村議会は、村が配信しているイイタネちゃんお知らせアプリとインター

ネットで議会中継が見らます。ぜひご利用ください。

ご利用の際、インターネット等の通信費は個人負担となります。

 

成人式のご案内
年の成人式を下記の日程で開催します。対象となる方へ

 

欠席の場合も、必ず出欠ハガキをご返送ください。

午後１時 30

※式では「あまちゃん」「いだてん」の音楽家・大友良英さんが記念講演

日までに生まれた方で、平成

日時点で村に住民票のあった方。または、その後村に転入し、

日時点で村に住民票のある方 

学校支援ボランティアを募集します
村教育委員会では、こども園、小学校、中学校の一層の教育の充実のた

め、学校支援ボランティアを募集します。子どもたち学習活動を様々に支

詳しくは、今回おしらせ版に同封の募集チラシをご覧ください。

いいたてまでいな風力発電所建設工事に伴う

大型車両の増加について
大火山において、いいたてまでいな太陽光発電所内に風力発電所の増設

工事期間中は、大型車両の通行が増加しますので、周辺の皆さまにご迷

惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

月下旬～令和２年６月 

☎0244-32

☎0244-26-4081

福島県立医大公開講座 in
福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座の２回目の公開講座を実施し

ます。皆さまお誘いあわせの上、ぜひご参加ください。

講師：中山

②生活に運動をとりいれるコツ 

講師：森山

※当日は軽い運動を行いますので、動きやすい服装、靴でお越しください。

 

め も
月２日（月

月２日（月

月２日（月

納期限までに忘れずに納めましょう。便利な口座振替をご利用ください

分）☎0244-68

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

 

議案審議・閉会 

飯舘村役場２階議場

議会中継がイイタネちゃんアプリ、インターネットで見られます！

村議会は、村が配信しているイイタネちゃんお知らせアプリとインター

ネットで議会中継が見らます。ぜひご利用ください。 

ご利用の際、インターネット等の通信費は個人負担となります。

成人式のご案内
年の成人式を下記の日程で開催します。対象となる方へ

欠席の場合も、必ず出欠ハガキをご返送ください。 

30 分～午後３

※式では「あまちゃん」「いだてん」の音楽家・大友良英さんが記念講演

日までに生まれた方で、平成

日時点で村に住民票のあった方。または、その後村に転入し、

学校支援ボランティアを募集します
村教育委員会では、こども園、小学校、中学校の一層の教育の充実のた

め、学校支援ボランティアを募集します。子どもたち学習活動を様々に支

詳しくは、今回おしらせ版に同封の募集チラシをご覧ください。

いいたてまでいな風力発電所建設工事に伴う

大型車両の増加について
大火山において、いいたてまでいな太陽光発電所内に風力発電所の増設

工事期間中は、大型車両の通行が増加しますので、周辺の皆さまにご迷

惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

  

32-1828

4081） 

in いいたて
福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座の２回目の公開講座を実施し

ます。皆さまお誘いあわせの上、ぜひご参加ください。

講師：中山 千尋先生

講師：森山 信彰先生（理学療法士）

※当日は軽い運動を行いますので、動きやすい服装、靴でお越しください。

も の 

２日（月） 

２日（月） 

２日（月） 

納期限までに忘れずに納めましょう。便利な口座振替をご利用ください

68-2277

月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定
どなたでも、傍聴できま

 

飯舘村役場２階議場 

議会中継がイイタネちゃんアプリ、インターネットで見られます！

村議会は、村が配信しているイイタネちゃんお知らせアプリとインター

 

ご利用の際、インターネット等の通信費は個人負担となります。

成人式のご案内 
年の成人式を下記の日程で開催します。対象となる方へ

分～午後３時 15

※式では「あまちゃん」「いだてん」の音楽家・大友良英さんが記念講演

日までに生まれた方で、平成

日時点で村に住民票のあった方。または、その後村に転入し、

学校支援ボランティアを募集します
村教育委員会では、こども園、小学校、中学校の一層の教育の充実のた

め、学校支援ボランティアを募集します。子どもたち学習活動を様々に支

詳しくは、今回おしらせ版に同封の募集チラシをご覧ください。

いいたてまでいな風力発電所建設工事に伴う

大型車両の増加について 
大火山において、いいたてまでいな太陽光発電所内に風力発電所の増設

工事期間中は、大型車両の通行が増加しますので、周辺の皆さまにご迷

惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

1828） 

 

いいたて
福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座の２回目の公開講座を実施し

ます。皆さまお誘いあわせの上、ぜひご参加ください。 

千尋先生 

信彰先生（理学療法士）

※当日は軽い運動を行いますので、動きやすい服装、靴でお越しください。

 

納期限までに忘れずに納めましょう。便利な口座振替をご利用ください

2277 

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

議会中継がイイタネちゃんアプリ、インターネットで見られます！

村議会は、村が配信しているイイタネちゃんお知らせアプリとインター

ご利用の際、インターネット等の通信費は個人負担となります。 

年の成人式を下記の日程で開催します。対象となる方へ

15 分（予定）

※式では「あまちゃん」「いだてん」の音楽家・大友良英さんが記念講演

日までに生まれた方で、平成

日時点で村に住民票のあった方。または、その後村に転入し、

学校支援ボランティアを募集します 

村教育委員会では、こども園、小学校、中学校の一層の教育の充実のた

め、学校支援ボランティアを募集します。子どもたち学習活動を様々に支

詳しくは、今回おしらせ版に同封の募集チラシをご覧ください。 

いいたてまでいな風力発電所建設工事に伴う

大火山において、いいたてまでいな太陽光発電所内に風力発電所の増設

工事期間中は、大型車両の通行が増加しますので、周辺の皆さまにご迷

 

いいたて 
福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座の２回目の公開講座を実施し

 

信彰先生（理学療法士）

※当日は軽い運動を行いますので、動きやすい服装、靴でお越しください。

納期限までに忘れずに納めましょう。便利な口座振替をご利用ください

〕 

どなたでも、傍聴できま

議会中継がイイタネちゃんアプリ、インターネットで見られます！ 

村議会は、村が配信しているイイタネちゃんお知らせアプリとインター

年の成人式を下記の日程で開催します。対象となる方へ

分（予定） 

※式では「あまちゃん」「いだてん」の音楽家・大友良英さんが記念講演 

日までに生まれた方で、平成 23 

日時点で村に住民票のあった方。または、その後村に転入し、 

村教育委員会では、こども園、小学校、中学校の一層の教育の充実のた

め、学校支援ボランティアを募集します。子どもたち学習活動を様々に支

いいたてまでいな風力発電所建設工事に伴う

大火山において、いいたてまでいな太陽光発電所内に風力発電所の増設

工事期間中は、大型車両の通行が増加しますので、周辺の皆さまにご迷

福島県立医科大学医学部公衆衛生学講座の２回目の公開講座を実施し

信彰先生（理学療法士） 

※当日は軽い運動を行いますので、動きやすい服装、靴でお越しください。 

納期限までに忘れずに納めましょう。便利な口座振替をご利用ください。 



 食品中の放射性物質測定結果のお知らせ  
令和元年10月１日から31日までに村で行った食品等の放射性物質の測

定結果について、お知らせします。この他の測定品目や詳細な測定結果に

ついては、村ホームページに掲載していますので、ご覧ください。 

１．飲料水 

放射性セシウムの基準値「飲料水 10Ｂｑ／ℓ」 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 

検出 

最大値 
採取地 

井戸水・湧水等 ２ ０ - 前田 

２．一般食品 

放射性セシウムの基準値 「一般食品 100Bq/Kg」「乳児用食品 50Bq/Kg」 

問復興対策課農政第二係（☎0244-42-1625） 

各行政区の放射線測定値 
村が独自に計測した各行政区の１時間当たりの大気中放射線測定値は

次のとおりです。放射線量は計測した日の天候・湿度などで変化します。

単位は全て㍃シーベルト/時です。※は除染未実施分です。 

【農地】（地上から１m 及び１cm の高さで測定） 

行政区 小字地内 
11 月 12 日（曇） 10 月 17 日（晴） 

１ｍ １cｍ １ｍ １㎝ 

１ 草野字大谷地地内 0.23 0.22 0.24 0.25 

２ 深谷字原前地内 0.35 0.38 0.30 0.30 

３ 伊丹沢字山田地内 0.28 0.29 0.23 0.20 

４ 関沢字中頃地内 0.20 0.18 0.20 0.18 

５ 小宮字曲田地内 0.33 0.36 0.29 0.32 

６ 八木沢字上八木沢地内 0.27 0.25 0.28 0.25 

７ 大倉字湯舟地内 0.19 0.21 0.20 0.21 

８ 佐須字佐須地内 0.22 0.20 0.22 0.20 

９ 草野字柏塚地内 0.16 0.15 0.15 0.16 

10 飯樋字下桶地内地内 0.28 0.35 浸水により測定不能 

11 飯樋字一ノ関地内 0.12 0.13 0.15 0.11 

12 飯樋字笠石地内 0.20 0.19 0.18 0.17 

13 飯樋字原地内 0.27 0.24 浸水により測定不能 

14 比曽字比曽地内 0.20 0.21 0.37 0.37 

15※ 長泥字長泥地内 1.87 2.27 1.74 2.28 

16 蕨平字木戸地内 0.39 0.35 0.42 0.34 

17 松塚字神田地内 0.19 0.17 0.17 0.16 

18 臼石字町地内 0.35 0.32 0.30 0.28 

19 前田字福田地内 0.32 0.29 0.33 0.31 

20 二枚橋字町地内 0.30 0.42 0.29 0.35 

【宅地】（地上から１m 及び１cm の高さで測定） 

行政区 小字地内 
11 月 12 日 10 月 17 日 

１ｍ １cm １ｍ １㎝ 

１ 草野字大師堂地内 0.12 0.16 0.15 0.14 

２ 深谷字大森地内 0.22 0.27 0.17 0.23 

３ 伊丹沢字山田地内 0.13 0.14 0.10 0.11 

４ 関沢字中頃地内 0.23 0.22 0.22 0.22 

５ 小宮字曲田地内 0.22 0.20 0.24 0.19 

６ 芦原白金地内 0.14 0.14 0.12 0.13 

７ 大倉字大倉地内 0.08 0.10 0.09 0.11 

８ 佐須字虎捕地内 0.24 0.22 0.24 0.22 

９ 草野字大坂地内 0.18 0.17 0.18 0.18 

10 飯樋字町地内 0.23 0.28 0.22 0.18 

11 飯樋字割木地内 0.22 0.18 0.20 0.17 

12 飯樋字笠石地内 0.22 0.20 0.19 0.19 

13 飯樋字宮仲地内 0.10 0.10 0.11 0.10 

14 比曽字中比曽地内 0.19 0.16 0.18 0.16 

15※ 長泥字曲田地内 1.65 1.91 1.51 1.57 

16 蕨平字蕨平地内 0.33 0.31 0.29 0.30 

17 関根字押木内地内 0.15 0.14 0.13 0.11 

18 臼石字菅田地内 0.18 0.15 0.19 0.18 

19 前田字古今明地内 0.18 0.15 0.18 0.15 

20 須萱字水上地内 0.13 0.12 0.11 0.12 

 

タブレット・イイタネちゃんお知らせアプリ体験会の開催について 
村では、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。 

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、予

約も不要です。皆さまのご参加をお待ちしています。 

※当日は新タブレットの申込み受付も実施します。 

問総務課企画係（☎0244-42-1613） 

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

のとおり開催しますのでご利用ください。相談は無料です。 

○日  時…12 月 20 日（金）  午後１時 15 分～午後３時 

○会  場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家） 

○申し込み…12 月 17 日（火）まで村社会福祉協議会に申込みください。 

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

「お茶のみ会」のご案内 
村社会福祉協議会では、避難先での「お茶のみ会」を開催します。 

開催日 時間 場所 会費 

12 月 12 日（木） 
午前 10 時 

～午前 11時 30 分 
福島市杉妻学習センター 

100円 
当日

徴収 
12 月 19 日（木） 

問村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021）

スマート農業・畜産業技術体験フェアの開催案内 

先端技術や新しい農業・畜産業の情報等を知る機会を提供し、最先端農

業・畜産業技術を実際に見て触れて体験できるフェアを、（公財）福島イ

ノベーション・コースト構想推進機構と福島県の主催、経済産業省と飯舘

村の共催で開催します。 

今後の展望や飯舘村の導入事例発表や出展企業によるプレゼンテーシ

ョン及びデモンストレーションを行いますので、農業・畜産業に従事する

方、就農にご興味のある方は奮ってご参加ください。 

○日時…11 月 29 日（金） 午前 11 時～午後４時 

○場所…交流センターふれ愛館 

問スマート農業・畜産業技術体験フェア事務局（☎024-983-3498） 

ゆかいなしあわせカフェ永井川のお知らせ 

ゆかいなしあわせカフェ永井川では、下記の通り交流会を行います。 

どなたでも参加できます。お気軽にご参加ください！ 

○日 時…12 月 10 日（火） 午前 10 時～ 

○場 所…永井川集会所（福島市）○参加費…500 円（当日、徴収） 

○内 容…おいしい大福もちを、みんなで作りましょう♪ 

問代表世話人 佐藤俊雄（☎090-4885-9266） 

健康体操教室のお知らせ 

きつつきの会（会長 齋藤政行）では、健康体操教室を行います。村民

の方、どなたでも参加できます。皆さんのご参加をお待ちしています。 

○日 時…12 月３日（火）、10 日（火）、17 日（火）午後１時 30 分～午後３時 

○場 所…交流センターふれ愛館 ○持ち物…５本指ソックス、飲み物 

○講 師…快フィットネス研究所 吉井雅彦先生 

問きつつきの会 会長 齋藤（☎090-5183-9247） 

簡単 切り絵教室 

いいたてネットワーク（代表 横山秀人）では村民交流を目的とした切 

り絵教室を開催します。お気軽にご参加ください。（台風のため延期した

事業の再募集です） 

○日 時…12 月 14 日(土) 午前 10 時～正午 

○場 所…椏久里珈琲福島店（福島市東中央 3-20-2） 

○定 員…12 名（先着順） ○参加費…500 円 

○申 込…12 月 11 日（水）正午まで電話にてお申込みください。 

問・申込いいたてネットワーク 担当 佐藤（☎070-2261-1561） 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 

検出 

最大値 
採取地 

エゴマ ４ ３ 31Bq/kg 伊丹沢 他 

コウタケ 26 25 50,554Bq/kg 上飯樋 他 

サツマイモ ８ ２ 27Bq/kg 八木沢・芦原 他 

里芋 ６ ２ 17Bq/kg 深谷 他 

日時 場所 

12 月 5 日（木） 午後１時 30 分～午後３時 30 分 
交流ｾﾝﾀｰふれ愛館 

12 月 19 日（木） 午後１時 30 分～午後３時 30 分 


