
いいたてクリニックの診療日時 毎週火・木曜日 午前８時 30 分～午後０時 30 分（受付は午前８時 20 分～午前 11 時 30 分）☎0244-68-2277 

第６次総合振興計画策定委員会開催のお知らせ 
村では、第６次総合振興計画策定委員会（第４回）を下記の日程で

開催します。傍聴希望の方は、会場準備の都合上、３月 11 日（水）ま

でに総務課企画係までお電話でお申込みください。 

○日時…３月 13 日（金） 午後６時 30 分 

○場所…役場２階 第１会議室 

○内容…（１）計画全体の概要について 

    （２）分野別の重点事業について 他 

問総務課企画係（☎0244-42-1613） 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

第 935 号 令和２年３月５日 

４月から、いいたてクリニックで院内処方がはじまります  

いいたてクリニックでは、４月から処方された薬を窓口で直接受け取

ることができるようになります。これまでどおり村外の薬局での受け取

りも可能です。なお、薬の配達は行いませんのでご注意ください。 

【令和２年４月～】 

○薬の処方…院内処方または院外処方 

○薬の受け取り方…「①いいたてクリニックで直接受け取る」または 

 「②村外の薬局で直接受け取る」 

問いいたてクリニック（☎0244-68-2277） 

農地災害復旧費用補助金申請期間の延長について  
台風 19 号で被災した農地等(水田・畑・水路・ため池・農道)の復旧費

用補助金申請を４月以降も受け付けます。 

【飯舘村災害復旧事業単独補助金申請の受付期間延期】 

○受付期間…９月 30 日（水） 

○補助金額…施設 90%、農地 70% (工事費 10 万円以上、補助上限有) 

問建設課農林土木係（☎0244-42-1610） 

国民健康保険税と後期高齢者医療保険料 

減免及び一部負担金免除の延長について 
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び一部負担金について、帰

還困難区域と上位所得層以外の被保険者の方は減免が延長されます。一

部負担金免除の対象となる方については、２月中に、７月末までの免除証

明書を送付しました。８月から翌年２月末までの証明書については、令和

元年中の所得にて判定後、７月中に対象者へ送付する予定です。 

区域区分 
国保税及び 

後期保険料減免期間 
一部負担金免除期間 

帰還困難区域・ 

帰還困難区域以外の

上位所得層以外 

令和３年３月31日まで

減免継続 

令和３年２月 28 日まで

免除継続 

※上位所得層とは、同じ世帯の被保険者全員の総所得金額等（基礎控除

後）が 600 万円を超える世帯です。 

問住民課住民係（☎0244-42-1619） 

介護保険一部負担金免除の延長について  

 介護サービス利用一部負担金について、帰還困難区域と、その他の村内地

域の上位所得層以外の方は、令和３年２月 28 日まで延長されます。 

免除の対象となる方については、２月中に７月末までの負担軽減認定票

を送付しました。８月から翌年２月末までの負担軽減認定票については、

令和元年中の所得にて判定後、対象者に送付する予定です。 

※上位所得層とは、被保険者個人の合計所得が 633 万円以上の方です。 

問健康福祉課福祉係（いちばん館内☎0244-42-1633） 

災害公営大師堂住宅入居者募集 

村では、建設中の大師堂住宅団地（旧草野小東側）の入居者を募集します。  

○対 象 者…①2011 年３月 11 日時点において村に住民票のあった方。 

②入居申込者及び同居する者が暴力団員でない方。 

③税等の滞納がない方。 

○戸   数…①１ＬＤＫ ９戸（内高齢者対応５戸）②２ＬＤＫ １戸 

○家  賃…入居者の収入によって家賃が決まります。 

○敷  金…家賃の３か月分を納入していただきます。 

○提出書類…①申込書 ②家族全員の住民票 ③完納証明書 

 ④所得のある方全員の平成 30 年分所得証明書 

○入居開始日…４月１日（水） 

※村外に住宅を取得した方は応募できません。 

※入居の際は管理組合に加入いただき、共益費が発生します。 

問建設課建設管理係（☎0244-42-1624） 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和２年度放課後児童クラブ（学童保育）入所児童募集 
村では、就労等により放課後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。 

○対  象…村立小学校児童 

※長期休業中は平成 23 年３月 11 日に飯舘村に住所を有していた保護者

の児童も受け入れます。 

○定  員…20 名程度 

○保育場所…いいたて希望の里学園校内（伊丹沢字山田 380） 

○利用料金…保育料・無料、おやつ代・月々1,500 円 

※臨時、長期休業中は日額 300 円 

○申 込 先…村教育委員会・学童保育 

○申込締切…３月 25 日（水） 

問教育課学校教育係（☎0244-42-1631） 

紙おむつクーポン券をご利用の皆様へ 

令和元年度の紙おむつクーポン券の利用期限は、令和２年３月 15 日（日）

までとなっています。期限内のご利用をお願いします。 

問地域包括支援センター（いちばん館内☎0244-42-1626） 

自殺予防ゲートキーパー研修会のおしらせ  
村では、身近な人を自殺から守るために必要なコツを学ぶ研修会を行

います。関心のある方なら、どなたでも参加できます。 

特別な資格や技術は必要なく、あなたの「この人いつもと様子が違う？」

というほんのちょっとの気づきで防ぐことができます。あなたも身近な

人を自殺から守る人（ゲートキーパー）になってみませんか？ 

〇日時…３月 12 日（木） 午前 10 時～午前 11 時 30 分（受付：午前９時 45分～） 

〇場所…交流センター「ふれ愛館」 大研修室 

〇講師…相馬広域こころのケアセンターなごみ 米倉一磨センター長 

〇申込…３月 10 日（火）までに健康係まで電話申し込みください。（当日

参加も可能ですが、会場の都合上なるべくお申し込みください。） 

問健康福祉課健康係(いちばん館内☎0244-42-1637) 

あなたの軽自動車は、正しく登録・抹消されていますか？ 
 軽自動車税は、４月１日（水）午前０時現在で車検証上の所有者（割賦販

売の場合は使用者）に課税されます。軽自動車を下取りに出したり、他

人に譲り渡したり、所有する方が亡くなったり、廃車したりした場合な

どは、令和２年３月末日までに必ず下記の<手続き先>で名義変更や抹消登

録の手続きを行ってください。 

<手続き先>  

 なお、小型特殊自動車（農耕車両：トラクター）は令和２年度より課税となり

ますので、登録や抹消の手続きを忘れず行ってください。 

問住民課税務係（☎0244-42-1615） 

「おかえりなさい補助金」申請の終了について  
「おかえりなさい補助金」は、今年度で終了となります。申請をする方

は身分証明書、通帳（写し）、印鑑を持参のうえ、住民課住民係に申請して

ください。 

○対象者 

平成 28 年７月１日から令和２年３月 31 日までの間に帰村のための引っ 

越しをした方で、村へ避難先変更の届出をされた方 

○申請受付期間…令和２年３月 31 日（火） 

○補助の範囲…震災前の１世帯につき１回。20 万円。 

※避難先の変更については、住民課生活支援係での手続きとなります。 

問住民課住民係（☎0244-42-1618） 

原動機付自転車（50cc～125cc） 

小型特殊自動車（農耕車両等） 
役場税務係 ☎0244-42-1615 

軽２輪車（126cc～250cc 以下） 軽自動車協会 ☎024-546-2577 

２輪の小型自動車（250cc 超） 東北運輸局福島支局 ☎050-5540-2015 

軽自動車（４輪） 軽自動車検査協会福島事務所 ☎050-3816-1837 
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○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。

※職員紹介奨励金制度があります。ご紹介いただいた方に当法人より奨励金

がでます。

申込み・問

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
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○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。

※職員紹介奨励金制度があります。ご紹介いただいた方に当法人より奨励金

がでます。

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
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○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：法人の規定による）

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。

※職員紹介奨励金制度があります。ご紹介いただいた方に当法人より奨励金

がでます。（※紹介いただいた方が採用された場合に限ります。）

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
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※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：法人の規定による）

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。

※職員紹介奨励金制度があります。ご紹介いただいた方に当法人より奨励金

（※紹介いただいた方が採用された場合に限ります。）

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
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※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：法人の規定による）

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。

※職員紹介奨励金制度があります。ご紹介いただいた方に当法人より奨励金

（※紹介いただいた方が採用された場合に限ります。）

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/時で

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
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※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：法人の規定による）

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。

※職員紹介奨励金制度があります。ご紹介いただいた方に当法人より奨励金

（※紹介いただいた方が採用された場合に限ります。）

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。

時です。※は除染

cm の高さで測定）

２月

１ｍ

 0.24

0.42

 0.32

0.24

0.37

 0.30

0.21

0.25

0.1

 0.2

 0.34

0.20

0.2

0.24

2.02

0.42

0.17

0.3

0.39

0.2

cm の高さで測定）

２

１ｍ

 0.19

0.24

 0.12

0.26

0.27

0.19

0.10

0.26

0.22

0.20

0.19

0.20

0.10

 0.20

1.72

0.38

 0.16

0.21

 0.22

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）

パート（時給：法人の規定による）

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。

※職員紹介奨励金制度があります。ご紹介いただいた方に当法人より奨励金

（※紹介いただいた方が採用された場合に限ります。）

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。

※は除染未実施分です

の高さで測定）

月 20 日（

ｍ １

24 0.

42 0.

32 0.

24 0.

37 0.

30 0.

21 0.20

25 0.2

0.17 0.

0.27 0.2

34 0.27

20 0.

0.27 0.2

24 0.2

2.02 2.

42 0.

17 0.

0.37 0.3

39 0.

0.29 0.3

の高さで測定）

２月 20 日

１ｍ １

0.19 0.18

0.24 0.29

0.12 0.13

0.26 0.25

0.27 0.22

0.19 0.16

0.10 0.11

0.26 0.25

0.22 0.19

0.20 0.17

0.19 0.17

0.20 0.20

0.10 0.11

20 0.17

1.72 1.93

0.38 0.34

0.16 0.14

0.21 0.20

0.22 0.17

0.12 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）

パート（時給：法人の規定による）※資格不問、

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。

※職員紹介奨励金制度があります。ご紹介いただいた方に当法人より奨励金

（※紹介いただいた方が採用された場合に限ります。）

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す。

未実施分です

の高さで測定） 

日（曇） ２

１cｍ 

0.21 

0.45 

0.36 

0.19 

0.35 

0.29 

0.20 

0.23 

0.17 

0.29 

0.27 

0.19 

0.26 

0.25 

2.74 

0.37 

0.19 

0.35 

0.34 

0.36 

の高さで測定） 

日 

１cm 

0.18 

0.29 

0.13 

0.25 

0.22 

0.16 

0.11 

0.25 

0.19 

0.17 

0.17 

0.20 

0.11 

0.17 

1.93 

0.34 

0.14 

0.20 

0.17 

0.12 

人員 

５名 いいたて

５名 

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。

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）

資格不問、

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。 

※職員紹介奨励金制度があります。ご紹介いただいた方に当法人より奨励金

（※紹介いただいた方が採用された場合に限ります。）

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す。

未実施分です。

２月 10

１ｍ 

0.13 

0.38 

0.27 

0.21 

0.31 

0.32 

0.19 

0.28 

0.15 

0.29 

0.33 

0.23 

0.32 

0.29 

2.20 

0.40 

0.18 

0.33 

0.40 

0.31 

２月 10

１ｍ 

0.19 

0.26 

0.14 

0.27 

0.30 

0.18 

0.09 

0.26 

0.19 

0.24 

0.19 

0.19 

0.13 

0.18 

1.74 

0.41 

0.14 

0.22 

0.20 

0.12 

勤務先

いいたて

ホーム

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） 

資格不問、正職登用

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）

 

※職員紹介奨励金制度があります。ご紹介いただいた方に当法人より奨励金

（※紹介いただいた方が採用された場合に限ります。） 

） 

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。

。 

10 日（曇）

１cm 

0.14 

0.40 

0.25 

0.19 

0.32 

0.30 

0.21 

0.27 

0.17 

0.32 

0.34 

0.22 

0.32 

0.28 

2.48 

0.38 

0.20 

0.32 

0.36 

0.28 

10 日 

１cm 

0.20 

0.31 

0.15 

0.21 

0.24 

0.16 

0.11 

0.26 

0.17 

0.24 

0.18 

0.20 

0.11 

0.17 

1.81 

0.36 

0.13 

0.22 

0.14 

0.13 

勤務先 年

いいたて

ホーム 

20 歳以

18 歳以

社会保険加入 

 

正職登用有 

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） 

※職員紹介奨励金制度があります。ご紹介いただいた方に当法人より奨励金

 

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。

）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢 

歳以上 

歳以上 

 

 

 

 

村社会福祉協議会では、

族を自宅で介護している方を対象に、

交流を深め、リフレッシュする場を提供します。気軽に

○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、避難先での「お茶のみ会」を開催します。

開催日

３月 25

３月 30

問村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

福島市社会福祉協議会では、

○日時

○会場…ウエディング

○内容…

問福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

タブレット・イイタネちゃんお知らせアプリ体験
村で

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、

事前の予約も不要です。皆さんのご参加をお待ちしています。

○日時…

○場所…交流センター「ふれ愛館」

問総務課企画係（☎

春先は、空気が乾燥し、枯草火災や林野火災が発生しやすい季節です。

枯草火災が発生すると一気に延焼が拡大し、周囲の山林に燃え広がる

恐れがあります。林野火災にな

被害が発生することが懸念されます。村の豊かな自然を守るため、皆さ

んの財産を守るためにも、火の用心をよろしくお願いします。

問消防飯舘分署（☎

現在

いて、実施期間が

現在のカードの有効期限は令和２年３月

しいカードは、申請時にお届けいただいている住所宛に簡易書留

への転送不可）

さい。新しいカードは届き次第ご利用になれます。なお、利用中の黄色

いカードは令和２年４月１日以降ご利用できません。

※住所が変更となった方や

お客さま

問 NEXCO

原子力損害の賠償請求はお済みですか
 2021

経てば経つほど、損害を証明する証拠書類が集めづらくなります。

 原子力損害の賠償請求に関する内容、請求漏れのご確認をおすすめし

ます。詳しくは、同封したチラシをご覧ください。

賠償請求に関する問い合わせ

東京電力ホールディングス

個別相談の問い合わせ

原子力損害賠償・廃炉等支援機構（☎

高倉鉱山（鉄山）跡探訪会」参加者募集
高ノ倉鉱山は相馬地方唯一の鉄鉱石の産出地です。約

していた鉱山で炭鉱従事者の集落があり村立

ました。その跡地を探訪踏査します。現地まで案内できる方大歓迎です。

○日  

○集合場所…交流センターふれ愛館

当日は、野手神

○参加費…無料（ただし、昼食・飲み物等各自持参）

申込・問

家族介護者交流のつどいのご案内
村社会福祉協議会では、

族を自宅で介護している方を対象に、

交流を深め、リフレッシュする場を提供します。気軽に

 時…３月

 所…氣まぐれ茶屋ちえこ

 容…寄せ植え教室

○申込み…３月

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、避難先での「お茶のみ会」を開催します。

開催日 

25 日（水

30 日（月

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、

○日時…３月 25

○会場…ウエディング

容…近藤美智子先生の音楽療法

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

タブレット・イイタネちゃんお知らせアプリ体験
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、

事前の予約も不要です。皆さんのご参加をお待ちしています。

○日時…３月 13

場所…交流センター「ふれ愛館」

総務課企画係（☎

枯草火災・林野火災にご注意！
春先は、空気が乾燥し、枯草火災や林野火災が発生しやすい季節です。

枯草火災が発生すると一気に延焼が拡大し、周囲の山林に燃え広がる

恐れがあります。林野火災にな

被害が発生することが懸念されます。村の豊かな自然を守るため、皆さ

の財産を守るためにも、火の用心をよろしくお願いします。

消防飯舘分署（☎

ふるさと帰還通行カード更新のお知らせ
現在ご利用中のふるさと帰還通行カード（高速道路の無料措置）につ

いて、実施期間が

現在のカードの有効期限は令和２年３月

しいカードは、申請時にお届けいただいている住所宛に簡易書留

への転送不可）

さい。新しいカードは届き次第ご利用になれます。なお、利用中の黄色

いカードは令和２年４月１日以降ご利用できません。

住所が変更となった方や

お客さまセンター

NEXCO 東日本お客さまセンター（☎

原子力損害の賠償請求はお済みですか
2021 年３月で、東京電力福島原発事故から

経てば経つほど、損害を証明する証拠書類が集めづらくなります。

原子力損害の賠償請求に関する内容、請求漏れのご確認をおすすめし

ます。詳しくは、同封したチラシをご覧ください。

賠償請求に関する問い合わせ

電力ホールディングス

個別相談の問い合わせ

原子力損害賠償・廃炉等支援機構（☎

高倉鉱山（鉄山）跡探訪会」参加者募集
高ノ倉鉱山は相馬地方唯一の鉄鉱石の産出地です。約

していた鉱山で炭鉱従事者の集落があり村立

ました。その跡地を探訪踏査します。現地まで案内できる方大歓迎です。

  時…４月

○集合場所…交流センターふれ愛館

当日は、野手神

○参加費…無料（ただし、昼食・飲み物等各自持参）

申込・問佐藤俊雄（

家族介護者交流のつどいのご案内
村社会福祉協議会では、

族を自宅で介護している方を対象に、

交流を深め、リフレッシュする場を提供します。気軽に

月 18 日（水

氣まぐれ茶屋ちえこ

容…寄せ植え教室

月 13 日（金）まで

飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（☎

「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。

 

日（水） 
午前

～午前日（月） 

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、

25 日（水）

○会場…ウエディング

近藤美智子先生の音楽療法

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

タブレット・イイタネちゃんお知らせアプリ体験
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、

事前の予約も不要です。皆さんのご参加をお待ちしています。

13 日（金）、

場所…交流センター「ふれ愛館」

総務課企画係（☎0244

枯草火災・林野火災にご注意！
春先は、空気が乾燥し、枯草火災や林野火災が発生しやすい季節です。

枯草火災が発生すると一気に延焼が拡大し、周囲の山林に燃え広がる

恐れがあります。林野火災にな

被害が発生することが懸念されます。村の豊かな自然を守るため、皆さ

の財産を守るためにも、火の用心をよろしくお願いします。

消防飯舘分署（☎0

ふるさと帰還通行カード更新のお知らせ
ご利用中のふるさと帰還通行カード（高速道路の無料措置）につ

いて、実施期間が令和３年３月

現在のカードの有効期限は令和２年３月

しいカードは、申請時にお届けいただいている住所宛に簡易書留

への転送不可）にて、

さい。新しいカードは届き次第ご利用になれます。なお、利用中の黄色

いカードは令和２年４月１日以降ご利用できません。

住所が変更となった方や

センター」へ連絡してください

東日本お客さまセンター（☎

原子力損害の賠償請求はお済みですか
年３月で、東京電力福島原発事故から

経てば経つほど、損害を証明する証拠書類が集めづらくなります。

原子力損害の賠償請求に関する内容、請求漏れのご確認をおすすめし

ます。詳しくは、同封したチラシをご覧ください。

賠償請求に関する問い合わせ

電力ホールディングス

個別相談の問い合わせ

原子力損害賠償・廃炉等支援機構（☎

高倉鉱山（鉄山）跡探訪会」参加者募集
高ノ倉鉱山は相馬地方唯一の鉄鉱石の産出地です。約

していた鉱山で炭鉱従事者の集落があり村立

ました。その跡地を探訪踏査します。現地まで案内できる方大歓迎です。

４月 12

○集合場所…交流センターふれ愛館

当日は、野手神から入山します。

○参加費…無料（ただし、昼食・飲み物等各自持参）

佐藤俊雄（☎

家族介護者交流のつどいのご案内
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

族を自宅で介護している方を対象に、

交流を深め、リフレッシュする場を提供します。気軽に

日（水） 午前

氣まぐれ茶屋ちえこ

容…寄せ植え教室 参加費無料

日（金）まで

飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（☎

「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。

時間

午前 10 時

～午前 11

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、

日（水） 午前９時

○会場…ウエディング エルティ（福島市野田町１丁目

近藤美智子先生の音楽療法

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

タブレット・イイタネちゃんお知らせアプリ体験
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、

事前の予約も不要です。皆さんのご参加をお待ちしています。

日（金）、23

場所…交流センター「ふれ愛館」

0244-42

枯草火災・林野火災にご注意！
春先は、空気が乾燥し、枯草火災や林野火災が発生しやすい季節です。

枯草火災が発生すると一気に延焼が拡大し、周囲の山林に燃え広がる

恐れがあります。林野火災にな

被害が発生することが懸念されます。村の豊かな自然を守るため、皆さ

の財産を守るためにも、火の用心をよろしくお願いします。

0244-42

ふるさと帰還通行カード更新のお知らせ
ご利用中のふるさと帰還通行カード（高速道路の無料措置）につ

令和３年３月

現在のカードの有効期限は令和２年３月

しいカードは、申請時にお届けいただいている住所宛に簡易書留

にて、NEXCO

さい。新しいカードは届き次第ご利用になれます。なお、利用中の黄色

いカードは令和２年４月１日以降ご利用できません。

住所が変更となった方や新しいカードが届かない方は、

へ連絡してください

東日本お客さまセンター（☎

原子力損害の賠償請求はお済みですか
年３月で、東京電力福島原発事故から

経てば経つほど、損害を証明する証拠書類が集めづらくなります。

原子力損害の賠償請求に関する内容、請求漏れのご確認をおすすめし

ます。詳しくは、同封したチラシをご覧ください。

賠償請求に関する問い合わせ

電力ホールディングス(

個別相談の問い合わせ 

原子力損害賠償・廃炉等支援機構（☎

高倉鉱山（鉄山）跡探訪会」参加者募集
高ノ倉鉱山は相馬地方唯一の鉄鉱石の産出地です。約

していた鉱山で炭鉱従事者の集落があり村立

ました。その跡地を探訪踏査します。現地まで案内できる方大歓迎です。

12 日（日）

○集合場所…交流センターふれ愛館

から入山します。

○参加費…無料（ただし、昼食・飲み物等各自持参）

☎090-4885

家族介護者交流のつどいのご案内
要支援および要介護者の認定を受けている

族を自宅で介護している方を対象に、

交流を深め、リフレッシュする場を提供します。気軽に

午前 10

氣まぐれ茶屋ちえこ（佐須字佐須

参加費無料

日（金）まで、下記へ

飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（☎

「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。

時間 

時 

11 時 30

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、交流

午前９時 30

エルティ（福島市野田町１丁目

近藤美智子先生の音楽療法

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

タブレット・イイタネちゃんお知らせアプリ体験
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、

事前の予約も不要です。皆さんのご参加をお待ちしています。

23 日（月）

場所…交流センター「ふれ愛館」

42-1613）

枯草火災・林野火災にご注意！
春先は、空気が乾燥し、枯草火災や林野火災が発生しやすい季節です。

枯草火災が発生すると一気に延焼が拡大し、周囲の山林に燃え広がる

恐れがあります。林野火災になると、消火が非常に困難となり、大きな

被害が発生することが懸念されます。村の豊かな自然を守るため、皆さ

の財産を守るためにも、火の用心をよろしくお願いします。

42-0119）

ふるさと帰還通行カード更新のお知らせ
ご利用中のふるさと帰還通行カード（高速道路の無料措置）につ

令和３年３月 31 日まで

現在のカードの有効期限は令和２年３月

しいカードは、申請時にお届けいただいている住所宛に簡易書留

NEXCO 東日本より順次発送

さい。新しいカードは届き次第ご利用になれます。なお、利用中の黄色

いカードは令和２年４月１日以降ご利用できません。

新しいカードが届かない方は、

へ連絡してください

東日本お客さまセンター（☎

原子力損害の賠償請求はお済みですか
年３月で、東京電力福島原発事故から

経てば経つほど、損害を証明する証拠書類が集めづらくなります。

原子力損害の賠償請求に関する内容、請求漏れのご確認をおすすめし

ます。詳しくは、同封したチラシをご覧ください。

賠償請求に関する問い合わせ 

(株)（☎

原子力損害賠償・廃炉等支援機構（☎

高倉鉱山（鉄山）跡探訪会」参加者募集
高ノ倉鉱山は相馬地方唯一の鉄鉱石の産出地です。約

していた鉱山で炭鉱従事者の集落があり村立

ました。その跡地を探訪踏査します。現地まで案内できる方大歓迎です。

） 小雨決行

○集合場所…交流センターふれ愛館

から入山します。 

○参加費…無料（ただし、昼食・飲み物等各自持参）

4885-9266

家族介護者交流のつどいのご案内
要支援および要介護者の認定を受けている

族を自宅で介護している方を対象に、日頃の疲れを癒し、介護者相互の

交流を深め、リフレッシュする場を提供します。気軽に

10 時 30 分～午後１時

（佐須字佐須

参加費無料 

下記へお申し込み

飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（☎

「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。

30分 

福島市

杉妻学習センター

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
交流イベント

30 分～ 

エルティ（福島市野田町１丁目

近藤美智子先生の音楽療法 

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

タブレット・イイタネちゃんお知らせアプリ体験
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、

事前の予約も不要です。皆さんのご参加をお待ちしています。

） 午後１時

場所…交流センター「ふれ愛館」 

） 

枯草火災・林野火災にご注意！
春先は、空気が乾燥し、枯草火災や林野火災が発生しやすい季節です。

枯草火災が発生すると一気に延焼が拡大し、周囲の山林に燃え広がる

と、消火が非常に困難となり、大きな

被害が発生することが懸念されます。村の豊かな自然を守るため、皆さ

の財産を守るためにも、火の用心をよろしくお願いします。

） 

ふるさと帰還通行カード更新のお知らせ
ご利用中のふるさと帰還通行カード（高速道路の無料措置）につ

日まで延長されることとなりました。

現在のカードの有効期限は令和２年３月

しいカードは、申請時にお届けいただいている住所宛に簡易書留

東日本より順次発送

さい。新しいカードは届き次第ご利用になれます。なお、利用中の黄色

いカードは令和２年４月１日以降ご利用できません。

新しいカードが届かない方は、

へ連絡してください。

東日本お客さまセンター（☎0570

原子力損害の賠償請求はお済みですか
年３月で、東京電力福島原発事故から

経てば経つほど、損害を証明する証拠書類が集めづらくなります。

原子力損害の賠償請求に関する内容、請求漏れのご確認をおすすめし

ます。詳しくは、同封したチラシをご覧ください。

（☎0120-926

原子力損害賠償・廃炉等支援機構（☎0120

高倉鉱山（鉄山）跡探訪会」参加者募集
高ノ倉鉱山は相馬地方唯一の鉄鉱石の産出地です。約

していた鉱山で炭鉱従事者の集落があり村立

ました。その跡地を探訪踏査します。現地まで案内できる方大歓迎です。

小雨決行  

○集合場所…交流センターふれ愛館 午前８時

 

○参加費…無料（ただし、昼食・飲み物等各自持参）

9266）  

家族介護者交流のつどいのご案内
要支援および要介護者の認定を受けている

日頃の疲れを癒し、介護者相互の

交流を深め、リフレッシュする場を提供します。気軽に

分～午後１時

（佐須字佐須 200

お申し込み

飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（☎0244

「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。

福島市 

杉妻学習センター

0244-42-1021

ホッとサロン「てとて」の開催について
イベントを開催しています。

 

エルティ（福島市野田町１丁目

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

タブレット・イイタネちゃんお知らせアプリ体験
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、

事前の予約も不要です。皆さんのご参加をお待ちしています。

午後１時 30 分～午後３時

枯草火災・林野火災にご注意！
春先は、空気が乾燥し、枯草火災や林野火災が発生しやすい季節です。

枯草火災が発生すると一気に延焼が拡大し、周囲の山林に燃え広がる

と、消火が非常に困難となり、大きな

被害が発生することが懸念されます。村の豊かな自然を守るため、皆さ

の財産を守るためにも、火の用心をよろしくお願いします。

ふるさと帰還通行カード更新のお知らせ
ご利用中のふるさと帰還通行カード（高速道路の無料措置）につ

延長されることとなりました。

現在のカードの有効期限は令和２年３月 31 日までとなっています。新

しいカードは、申請時にお届けいただいている住所宛に簡易書留

東日本より順次発送されますのでお待ちくだ

さい。新しいカードは届き次第ご利用になれます。なお、利用中の黄色

いカードは令和２年４月１日以降ご利用できません。

新しいカードが届かない方は、

。  

0570-024-024

原子力損害の賠償請求はお済みですか
年３月で、東京電力福島原発事故から 10 年となります。時間が

経てば経つほど、損害を証明する証拠書類が集めづらくなります。

原子力損害の賠償請求に関する内容、請求漏れのご確認をおすすめし

ます。詳しくは、同封したチラシをご覧ください。

926-404

0120-013-814

高倉鉱山（鉄山）跡探訪会」参加者募集
高ノ倉鉱山は相馬地方唯一の鉄鉱石の産出地です。約

していた鉱山で炭鉱従事者の集落があり村立小学校（高倉分校）があり

ました。その跡地を探訪踏査します。現地まで案内できる方大歓迎です。

午前８時 45

○参加費…無料（ただし、昼食・飲み物等各自持参）

 

家族介護者交流のつどいのご案内
要支援および要介護者の認定を受けている

日頃の疲れを癒し、介護者相互の

交流を深め、リフレッシュする場を提供します。気軽にご参加ください

分～午後１時 30

200） ※現地集合

お申し込みください

0244-26-5207

「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。

場所 

杉妻学習センター

1021） 

ホッとサロン「てとて」の開催について
を開催しています。

エルティ（福島市野田町１丁目 10

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎024-

タブレット・イイタネちゃんお知らせアプリ体験
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、

事前の予約も不要です。皆さんのご参加をお待ちしています。

分～午後３時

枯草火災・林野火災にご注意！
春先は、空気が乾燥し、枯草火災や林野火災が発生しやすい季節です。

枯草火災が発生すると一気に延焼が拡大し、周囲の山林に燃え広がる

と、消火が非常に困難となり、大きな

被害が発生することが懸念されます。村の豊かな自然を守るため、皆さ

の財産を守るためにも、火の用心をよろしくお願いします。

ふるさと帰還通行カード更新のお知らせ
ご利用中のふるさと帰還通行カード（高速道路の無料措置）につ

延長されることとなりました。

日までとなっています。新

しいカードは、申請時にお届けいただいている住所宛に簡易書留

されますのでお待ちくだ

さい。新しいカードは届き次第ご利用になれます。なお、利用中の黄色

いカードは令和２年４月１日以降ご利用できません。 

新しいカードが届かない方は、

024） 

原子力損害の賠償請求はお済みですか
年となります。時間が

経てば経つほど、損害を証明する証拠書類が集めづらくなります。

原子力損害の賠償請求に関する内容、請求漏れのご確認をおすすめし

ます。詳しくは、同封したチラシをご覧ください。 

404） 

814） 

高倉鉱山（鉄山）跡探訪会」参加者募集
高ノ倉鉱山は相馬地方唯一の鉄鉱石の産出地です。約 60

小学校（高倉分校）があり

ました。その跡地を探訪踏査します。現地まで案内できる方大歓迎です。

45 分（午前９時出発）

○参加費…無料（ただし、昼食・飲み物等各自持参） 

家族介護者交流のつどいのご案内
要支援および要介護者の認定を受けている

日頃の疲れを癒し、介護者相互の

ご参加ください

30 分 

※現地集合

ください。 

5207） 

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。

杉妻学習センター 

ホッとサロン「てとて」の開催について
を開催しています。

10241）

-533-8881

タブレット・イイタネちゃんお知らせアプリ体験
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

 

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、

事前の予約も不要です。皆さんのご参加をお待ちしています。 

分～午後３時 30

枯草火災・林野火災にご注意！ 
春先は、空気が乾燥し、枯草火災や林野火災が発生しやすい季節です。

枯草火災が発生すると一気に延焼が拡大し、周囲の山林に燃え広がる

と、消火が非常に困難となり、大きな

被害が発生することが懸念されます。村の豊かな自然を守るため、皆さ

の財産を守るためにも、火の用心をよろしくお願いします。 

ふるさと帰還通行カード更新のお知らせ
ご利用中のふるさと帰還通行カード（高速道路の無料措置）につ

延長されることとなりました。

日までとなっています。新

しいカードは、申請時にお届けいただいている住所宛に簡易書留

されますのでお待ちくだ

さい。新しいカードは届き次第ご利用になれます。なお、利用中の黄色

新しいカードが届かない方は、「NEXCO

原子力損害の賠償請求はお済みですか
年となります。時間が

経てば経つほど、損害を証明する証拠書類が集めづらくなります。

原子力損害の賠償請求に関する内容、請求漏れのご確認をおすすめし

高倉鉱山（鉄山）跡探訪会」参加者募集
60 年前まで操業

小学校（高倉分校）があり

ました。その跡地を探訪踏査します。現地まで案内できる方大歓迎です。

分（午前９時出発）

 

要支援および要介護者の認定を受けている家

日頃の疲れを癒し、介護者相互の

ご参加ください。

※現地集合 

 

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。 

会費

100円
当日

徴収 

ホッとサロン「てとて」の開催について  

を開催しています。 

） 

8881） 

タブレット・イイタネちゃんお知らせアプリ体験会
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

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、

 

30 分 

春先は、空気が乾燥し、枯草火災や林野火災が発生しやすい季節です。

枯草火災が発生すると一気に延焼が拡大し、周囲の山林に燃え広がる

と、消火が非常に困難となり、大きな

被害が発生することが懸念されます。村の豊かな自然を守るため、皆さ

 

ふるさと帰還通行カード更新のお知らせ 
ご利用中のふるさと帰還通行カード（高速道路の無料措置）につ

延長されることとなりました。

日までとなっています。新

しいカードは、申請時にお届けいただいている住所宛に簡易書留（転居先

されますのでお待ちくだ

さい。新しいカードは届き次第ご利用になれます。なお、利用中の黄色

NEXCO 東日本

原子力損害の賠償請求はお済みですか 

年となります。時間が

経てば経つほど、損害を証明する証拠書類が集めづらくなります。 

原子力損害の賠償請求に関する内容、請求漏れのご確認をおすすめし

高倉鉱山（鉄山）跡探訪会」参加者募集 

年前まで操業

小学校（高倉分校）があり

ました。その跡地を探訪踏査します。現地まで案内できる方大歓迎です。

分（午前９時出発）

家

日頃の疲れを癒し、介護者相互の

。 

 

会費 

円 

 

会  
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

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、

春先は、空気が乾燥し、枯草火災や林野火災が発生しやすい季節です。 

枯草火災が発生すると一気に延焼が拡大し、周囲の山林に燃え広がる

と、消火が非常に困難となり、大きな

被害が発生することが懸念されます。村の豊かな自然を守るため、皆さ

ご利用中のふるさと帰還通行カード（高速道路の無料措置）につ

延長されることとなりました。 

日までとなっています。新

（転居先

されますのでお待ちくだ

さい。新しいカードは届き次第ご利用になれます。なお、利用中の黄色

東日本

年となります。時間が

原子力損害の賠償請求に関する内容、請求漏れのご確認をおすすめし

年前まで操業

小学校（高倉分校）があり

ました。その跡地を探訪踏査します。現地まで案内できる方大歓迎です。 

分（午前９時出発） 


