
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 

６月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定 〕 

６月議会定例会が下記日程で開催されます。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、傍聴は自粛いただきます

ようお願いいたします。  

なお、議会の様子は村ホームページ、またはイイタネちゃんアプリ

からライブ配信を行っていますのでご覧ください。 

◆６月９日（火）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥開会 

◆６月 11 日（木）・12 日（金）‥‥‥‥‥‥‥一般質問 

◆６月 16 日（火）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥議案審議・閉会 

○場   所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥飯舘村役場２階議場 

問飯舘村議会事務局（☎0244-42-1628） 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

第 941 号 令和２年６月５日 

こども園保育教諭（任期付職員）募集 

 村教育委員会では、下記のとおり任期付職員を募集します。 

〇募集職種…任期付職員 ○募集人員…若干名 

○勤務場所…飯舘村立までいの里のこども園 伊丹沢字山田地内 

○雇用期間…令和２年８月１日～令和３年３月 31 日（更新あり） 

○勤務時間…月曜日～土曜日のうち５日間  

午前７時～午後７時の間で７時間 45 分勤務（シフト制） 

○賃 金 等…村規程によります。 

○応募資格…幼稚園教諭及び保育士の免許を有する方 

○応募方法…①履歴書に②幼稚園教諭免許状及び保育士証の写しを添え

て提出してください。後日面接の日程をお知らせします。 

      〒960-1892 飯舘村伊丹沢字伊丹沢 580 番地 1 飯舘村教育委員会 

○募集期間…７月 10 日（金）まで（郵送の場合必着） 

問教育課学校教育係（☎0244-42-1631） 

こども園保育補助職員募集 

 村教育委員会では、下記のとおり会計年度任用職員（フルタイム職員）

を募集します。 

○募集職種…保育補助員 ○募集人員…若干名 

○勤務場所…飯舘村立までいの里のこども園 伊丹沢字山田地内 

○雇用期間…令和２年９月１日～令和３年３月 31 日（更新あり） 

○勤務時間…月曜日～金曜日  

午前７時 30 分～午後５時 30 分の間で７時間 45 分勤務 

○賃 金 等…村規程によります。 

○応募資格…資格要件なし。保育士免許、子育て経験あればなお可。 

○応募方法…履歴書を下記まで提出ください。後日面接の日程をお知ら

せします。 

      〒960-1892 飯舘村伊丹沢字伊丹沢 580 番地 1 飯舘村教育委員会 

○募集期間…７月 10 日（金）まで（郵送の場合必着） 

問教育課学校教育係（☎0244-42-1631） 

令和２年度 総合健康診査について 
【集団健診】 

 村では、延期した集団健診を７月１日（水）から７日（火）までの日程【７月

４日（土）は除く】で行います。今回の健診は、村内の会場でのみ実施します。 

 健診の対象となる方には６月中旬ごろに健診内容をご案内します。 

今年度は新型コロナウイルス感染症の影響を考え、感染しやすい３密

（密集、密閉、密接）の環境を防ぐために行政区ごとに受付の時間帯を

区切った案内を予定しています。健診項目等につきましては案内でご確

認ください。 

【医療機関での健診】 

 村内で受診できる集団健診のほか、７月から９月までの期間、村指定

の医療機関で健診を受けることもできます。 

健診の案内に受診できる医療機関の一覧が同封されていますので予約

のうえ受診してください。乳がん検診や胃カメラ等医療機関でしか受診

できない項目もあります。 

問健康福祉課健康係（いちばん館☎0244-42-1637） 

いいたてスポーツ公園 テニス教室 
 村では、いいたてスポーツ公園テニスコートを会場に、テニス教室を

開催します。運動不足解消に友達と一緒に参加してみませんか。参加を

お待ちしています。詳しくは同封チラシをご覧ください。 

〇日 時…７月５日(日) 午前 10 時～正午 〇参加費…200 円  

※運動時以外はマスクの着用をお願いします。 

問生涯学習課（スポーツ公園管理棟☎0244-42-0152） 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

児童手当現況届を提出してください 
児童手当を受給している方は、毎年６月１日現在の状況を報告する現

況届を６月 30 日(火)までに村に提出していただく必要があります。現況

届の提出がない場合は、６月以降の児童手当が受けられなくなりますのでご

注意ください。 

【現況届の方法】 

村から郵送された届書を必要書類と一緒に返送いただくか、いちばん

館までご持参ください。 

【現況届に必要な書類】 

①社会保険加入者の方は受給者と児童の健康保険者証の写し 

問健康福祉課福祉係 (いちばん館☎0244-42-1633) 

土地改良区からのお知らせ  

～水路等の現地調査を実施しています～ 
当改良区では、昨年度から用排水路等の水利施設の現地調査を実施し

ています。 

下記日程で、腕章、名札を身に付けた調査員が現場に入りますので、

ご理解とご協力をお願いいたします。 

○調査委託先…福島県土地改良事業団体連合会（水土里ネット福島） 

○調 査 箇 所…草野、深谷、伊丹沢、関沢、宮内地内 

○調 査 内 容…水路等の水利施設の視認調査 

○実 施 期 間…６月上旬～令和３年３月下旬 

問飯舘村土地改良区（産業振興課内☎0244-42-1621） 

第 29 回歯っぴいライフ８０２０
はちまるにいまる

募集 

 福島県と福島県歯科医師会では、自分の歯を 20 本以上持っている 80

歳以上の方を表彰いたします。 

〇対象者 

① 福島県内に住民票があり、かつ、県内にお住まいの方。 

② 昭和 15 年６月 30 日以前に生まれた 80 歳以上の方。 

③ 十分に機能している自分の歯が 20 本以上ある方。 

④ すでに「歯っぴいライフ８０２０」認定証をお持ちの方は除きます。 

〇募集期間…６月１日（月）～10 月 31 日（土） 

（本年度は、新型コロナウイルス影響のため募集期間を延長します。） 

〇応募方法 

募集期間中に福島県歯科医師会会員になっている歯科医院に応募することを

申し出て口腔の健診を受けてください。健診は無料です。 

※令和４年度から対象者が「当該年度に 80 歳になる者」に変更になります。

80 歳以上の方は令和３年度までに応募が必要になるため、ご注意ください。 

問健康福祉課健康係（いちばん館☎0244-42-1637） 

村内で犬を飼育している方へ 
   犬を飼育している方は、下記のとおり責任をもって飼いましょう。 

○放し飼いをせず、鎖等できちんと繋いで管理しましょう。万が一、  

 犬が噛みついた場合は飼い主の責任となります。 

〇犬の散歩の際は、必ずリードをつけ、フンは持ち帰りましょう。 

問住民課住民係（☎0244-42-1618） 

 



い い た て 福 祉 会 職 員 募

○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

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。

※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

【農地】（地上から１

行政区 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 
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【宅地】（地上から１

行政区 
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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：法人の規定による）

当…通勤手当

    新採用者手当

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

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：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

新採用者手当

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

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：法人の規定による）

扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり

新採用者手当 月１万円支給

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

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：法人の規定による）

扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり

月１万円支給

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）

５月

１ｍ

 0.21

0.40

 0.30

0.21

0.31

 0.31

0.1

0.2

0.1

 0.24

 0.3

0.19

0.44

0.26

1.94

0.3

0.1

0.3

0.3

0.21

cm の高さで測定）

５

１ｍ

 0.23

0.23

 0.1

0.2

0.2

0.1

0.09

0.2

0.1

0.21

0.1

0.19

0.11

 0.1

1.7

0.3

 0.1

0.1

 0.2

0.1

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

月１万円支給 

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 25 日（

ｍ １

0.21 0.22

0.40 0.50

0.30 0.26

0.21 0.19

0.31 0.30

0.31 0.

0.19 0.2

0.24 0.2

0.13 0.1

24 0.

0.34 0.4

19 0.

44 0.

0.26 0.26

1.94 2.

0.36 0.3

0.16 0.

0.32 0.

0.33 0.3

21 0.

の高さで測定）

５月 25 日

１ｍ １

23 0.2

0.23 0.2

0.12 0.1

0.25 0.23

0.25 0.2

0.14 0.1

09 0.10

0.21 0.2

0.17 0.

0.21 0.2

0.17 0.1

0.19 0.

11 0.10

0.17 0.16

1.70 1.

0.32 0.

0.14 0.1

0.18 0.

0.20 0.

0.11 0.13

 採用人員

５名

 ５名

い い た て 福 祉 会 職 員 募

※採用後６か月間は試的任用期間となります。

時間勤務、賞与年２回（有給休暇・退職金制度有）、

※経験年数を換算し支給）

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） ５

１cｍ 

0.22 

0.50 

0.26 

0.19 

0.30 

0.34 

0.24 

0.24 

0.14 

0.25 

0.44 

0.18 

0.53 

0.26 

2.35 

0.34 

0.17 

0.28 

0.31 

0.21 

の高さで測定） 

日 

１cm 

0.23 

0.26 

0.12 

0.23 

0.20 

0.16 

0.10 

0.23 

0.16 

0.24 

0.15 

0.21 

0.10 

0.16 

1.75 

0.31 

0.13 

0.19 

0.17 

0.13 

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。

５月７日

１ｍ 

0.18 

0.45 

0.33 

0.23 

0.39 

0.33 

0.25 

0.24 

0.14 

0.31 

0.36 

0.25 

0.40 

0.29 

2.15 

0.39 

0.19 

0.34 

0.35 

0.28 

５月７

１ｍ 

0.17 

0.23 

0.13 

0.26 

0.25 

0.15 

0.11 

0.26 

0.18 

0.24 

0.17 

0.20 

0.10 

0.18 

1.92 

0.39 

0.13 

0.19 

0.22 

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。

。 

日（晴）

１cm 

0.19 

0.45 

0.32 

0.21 

0.40 

0.38 

0.26 

0.24 

0.15 

0.32 

0.36 

0.23 

0.50 

0.33 

2.80 

0.38 

0.21 

0.30 

0.33 

0.31 

７日 

１cm 

0.17 

0.25 

0.14 

0.25 

0.20 

0.16 

0.11 

0.24 

0.17 

0.29 

0.16 

0.21 

0.10 

0.17 

2.15 

0.38 

0.13 

0.19 

0.18 

0.15 

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。

）
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飯舘村地上デジタル放送再送信事業（再掲）
村では、光ファイバ網を利用して、村内で地上デジタル放送（地デジ）

が映らない方を対象に地デジを再送信する事業を進めています。

 申込は随時受け付けしますので、希望される方は村づくり推進課企画

係までお問い合わせください。

なお、本事業は令和２年度で終了となりますので、申し込みを予定されてい

る方はご注意ください。

【費用】

○加入分担金…２万円

○月額使用料…

※月額使用料については現在減免されています。

※申し込みから工事まで４か月程度かかる場合があります。

問村づくり推進課企画係（☎

 福島県司法書士会では、土地や建物の登記、相続・遺言、お金のトラ

ブル、成年後見、原発賠償請求などのお悩みを、司法書士がお聞きしま

す。相談は無料です。ご利用ください。

〇日 

〇会 

〇予 

    

問福島県司法書士会事務局

新型コロナウイルス感染防止のため、３月から自粛してきました

「地域サロン」を下記の感染防止策を講じて再開します

される皆様にはご協力をお願いします。

① 屋内でのお茶飲み会や百歳体操の時はマスクの着用、手洗い、

手指の消毒を行い、時間を決めて部屋の換気をしましょう。

② できるだけ、対面を避けて、横並びなるようにし、十分間隔を

とるようにしましょう。

③グラウンドゴルフなどの屋外では間隔をとり、密集しないように

しましょう。

※社協では、消毒用アルコールを配布します。スタートの準備をし

ている地域は社協までご連絡ください。

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家

赤い羽根「被災地住民支え合い活動助成事業
今年度も福島県共同募金会では、被災地における地元住民の

グループ等による支え合い活動に対する助成を行います。県内

在住者

します。

生活支援活動

サロン活動

季節の行事

住民交流事業

１回の応募につき

印刷費、通信費、講師謝金等に活用できます。

申請用紙は、村社会福祉協議会で準備しておりますので多数のご応募

お待ちしております。また、詳細は

https://www.akaihane.or.jp/

ださい。

問村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

 財務省福島財務事務所では、次のような相談を受け付けています。秘

密厳守、相談無料です。ひとりで悩まずお気軽にご相談ください。

〇相談窓口…財務省福島財務事務所

      

〇受付時間…月～金曜日（祝日、年末年始を除く）

      

問多重債務者相談窓口専用（

飯舘村地上デジタル放送再送信事業（再掲）
村では、光ファイバ網を利用して、村内で地上デジタル放送（地デジ）

が映らない方を対象に地デジを再送信する事業を進めています。

申込は随時受け付けしますので、希望される方は村づくり推進課企画

係までお問い合わせください。

なお、本事業は令和２年度で終了となりますので、申し込みを予定されてい

る方はご注意ください。

【費用】  

○加入分担金…２万円

○月額使用料…

※月額使用料については現在減免されています。

※申し込みから工事まで４か月程度かかる場合があります。

村づくり推進課企画係（☎

司法書士による相談会を開催します
福島県司法書士会では、土地や建物の登記、相続・遺言、お金のトラ

ブル、成年後見、原発賠償請求などのお悩みを、司法書士がお聞きしま

す。相談は無料です。ご利用ください。

 時…６月９日

 場…飯舘村交流センターふれ愛館

 約…６月８日

    ※予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

福島県司法書士会事務局

新型コロナウイルス感染防止のため、３月から自粛してきました

「地域サロン」を下記の感染防止策を講じて再開します

される皆様にはご協力をお願いします。

屋内でのお茶飲み会や百歳体操の時はマスクの着用、手洗い、

手指の消毒を行い、時間を決めて部屋の換気をしましょう。

できるだけ、対面を避けて、横並びなるようにし、十分間隔を

とるようにしましょう。

③グラウンドゴルフなどの屋外では間隔をとり、密集しないように

しましょう。

※社協では、消毒用アルコールを配布します。スタートの準備をし

ている地域は社協までご連絡ください。

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家

赤い羽根「被災地住民支え合い活動助成事業
今年度も福島県共同募金会では、被災地における地元住民の

グループ等による支え合い活動に対する助成を行います。県内

在住者５名以上で構成される団体で、以下の活動を対象に助成

します。 

生活支援活動

サロン活動

季節の行事

住民交流事業

回の応募につき

印刷費、通信費、講師謝金等に活用できます。

申請用紙は、村社会福祉協議会で準備しておりますので多数のご応募

お待ちしております。また、詳細は

https://www.akaihane.or.jp/

ださい。 

社会福祉協議会（陽だまりの家☎

多重債務・貸金業に関する相談窓口
財務省福島財務事務所では、次のような相談を受け付けています。秘

密厳守、相談無料です。ひとりで悩まずお気軽にご相談ください。

〇相談窓口…財務省福島財務事務所

      福島市松木町

〇受付時間…月～金曜日（祝日、年末年始を除く）

      午前８時

多重債務者相談窓口専用（

飯舘村地上デジタル放送再送信事業（再掲）
村では、光ファイバ網を利用して、村内で地上デジタル放送（地デジ）

が映らない方を対象に地デジを再送信する事業を進めています。

申込は随時受け付けしますので、希望される方は村づくり推進課企画

係までお問い合わせください。

なお、本事業は令和２年度で終了となりますので、申し込みを予定されてい

る方はご注意ください。

○加入分担金…２万円

○月額使用料…300 円（年額

※月額使用料については現在減免されています。

※申し込みから工事まで４か月程度かかる場合があります。

村づくり推進課企画係（☎

司法書士による相談会を開催します
福島県司法書士会では、土地や建物の登記、相続・遺言、お金のトラ

ブル、成年後見、原発賠償請求などのお悩みを、司法書士がお聞きしま

す。相談は無料です。ご利用ください。

６月９日(火

場…飯舘村交流センターふれ愛館

約…６月８日(

※予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

福島県司法書士会事務局

地域サロン６月から再開！
新型コロナウイルス感染防止のため、３月から自粛してきました

「地域サロン」を下記の感染防止策を講じて再開します

される皆様にはご協力をお願いします。

屋内でのお茶飲み会や百歳体操の時はマスクの着用、手洗い、

手指の消毒を行い、時間を決めて部屋の換気をしましょう。

できるだけ、対面を避けて、横並びなるようにし、十分間隔を

とるようにしましょう。

③グラウンドゴルフなどの屋外では間隔をとり、密集しないように

しましょう。 

※社協では、消毒用アルコールを配布します。スタートの準備をし

ている地域は社協までご連絡ください。

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家

赤い羽根「被災地住民支え合い活動助成事業
今年度も福島県共同募金会では、被災地における地元住民の

グループ等による支え合い活動に対する助成を行います。県内

名以上で構成される団体で、以下の活動を対象に助成

生活支援活動 見守り・訪問、家事援助、子どもの学習支援等

サロン活動 
健康づくりの支援、介護予防支援、

生きがいづくりの支援等

季節の行事 お花見会、盆踊り大会、いも煮会、クリスマス会等

住民交流事業 慰問活動、講演会の開催、各種復興イベント開催等

回の応募につき 10

印刷費、通信費、講師謝金等に活用できます。

申請用紙は、村社会福祉協議会で準備しておりますので多数のご応募

お待ちしております。また、詳細は

https://www.akaihane.or.jp/

社会福祉協議会（陽だまりの家☎

多重債務・貸金業に関する相談窓口
財務省福島財務事務所では、次のような相談を受け付けています。秘

密厳守、相談無料です。ひとりで悩まずお気軽にご相談ください。

〇相談窓口…財務省福島財務事務所

福島市松木町

〇受付時間…月～金曜日（祝日、年末年始を除く）

午前８時

多重債務者相談窓口専用（

飯舘村地上デジタル放送再送信事業（再掲）
村では、光ファイバ網を利用して、村内で地上デジタル放送（地デジ）

が映らない方を対象に地デジを再送信する事業を進めています。

申込は随時受け付けしますので、希望される方は村づくり推進課企画

係までお問い合わせください。

なお、本事業は令和２年度で終了となりますので、申し込みを予定されてい

る方はご注意ください。 

○加入分担金…２万円  

円（年額

※月額使用料については現在減免されています。

※申し込みから工事まで４か月程度かかる場合があります。

村づくり推進課企画係（☎

司法書士による相談会を開催します
福島県司法書士会では、土地や建物の登記、相続・遺言、お金のトラ

ブル、成年後見、原発賠償請求などのお悩みを、司法書士がお聞きしま

す。相談は無料です。ご利用ください。

火) 午後１時～午後４時

場…飯舘村交流センターふれ愛館

(月)まで

※予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

福島県司法書士会事務局（☎

地域サロン６月から再開！
新型コロナウイルス感染防止のため、３月から自粛してきました

「地域サロン」を下記の感染防止策を講じて再開します

される皆様にはご協力をお願いします。

屋内でのお茶飲み会や百歳体操の時はマスクの着用、手洗い、

手指の消毒を行い、時間を決めて部屋の換気をしましょう。

できるだけ、対面を避けて、横並びなるようにし、十分間隔を

とるようにしましょう。

③グラウンドゴルフなどの屋外では間隔をとり、密集しないように

※社協では、消毒用アルコールを配布します。スタートの準備をし

ている地域は社協までご連絡ください。

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家

赤い羽根「被災地住民支え合い活動助成事業
今年度も福島県共同募金会では、被災地における地元住民の

グループ等による支え合い活動に対する助成を行います。県内

名以上で構成される団体で、以下の活動を対象に助成

見守り・訪問、家事援助、子どもの学習支援等

健康づくりの支援、介護予防支援、

生きがいづくりの支援等

お花見会、盆踊り大会、いも煮会、クリスマス会等

慰問活動、講演会の開催、各種復興イベント開催等

10 万円を上限とし、活動に要する物品費、弁当茶菓代、

印刷費、通信費、講師謝金等に活用できます。

申請用紙は、村社会福祉協議会で準備しておりますので多数のご応募

お待ちしております。また、詳細は

https://www.akaihane.or.jp/

社会福祉協議会（陽だまりの家☎

多重債務・貸金業に関する相談窓口
財務省福島財務事務所では、次のような相談を受け付けています。秘

密厳守、相談無料です。ひとりで悩まずお気軽にご相談ください。

〇相談窓口…財務省福島財務事務所

福島市松木町 13

〇受付時間…月～金曜日（祝日、年末年始を除く）

午前８時 30 分～正午、午後１時～午後４時

多重債務者相談窓口専用（

飯舘村地上デジタル放送再送信事業（再掲）
村では、光ファイバ網を利用して、村内で地上デジタル放送（地デジ）

が映らない方を対象に地デジを再送信する事業を進めています。

申込は随時受け付けしますので、希望される方は村づくり推進課企画

係までお問い合わせください。 

なお、本事業は令和２年度で終了となりますので、申し込みを予定されてい

円（年額 3,600

※月額使用料については現在減免されています。

※申し込みから工事まで４か月程度かかる場合があります。

村づくり推進課企画係（☎0244-

司法書士による相談会を開催します
福島県司法書士会では、土地や建物の登記、相続・遺言、お金のトラ

ブル、成年後見、原発賠償請求などのお悩みを、司法書士がお聞きしま

す。相談は無料です。ご利用ください。

午後１時～午後４時

場…飯舘村交流センターふれ愛館

まで 福島県司法書士会に申込みください。

※予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

（☎024

地域サロン６月から再開！
新型コロナウイルス感染防止のため、３月から自粛してきました

「地域サロン」を下記の感染防止策を講じて再開します

される皆様にはご協力をお願いします。

屋内でのお茶飲み会や百歳体操の時はマスクの着用、手洗い、

手指の消毒を行い、時間を決めて部屋の換気をしましょう。

できるだけ、対面を避けて、横並びなるようにし、十分間隔を

とるようにしましょう。 

③グラウンドゴルフなどの屋外では間隔をとり、密集しないように

※社協では、消毒用アルコールを配布します。スタートの準備をし

ている地域は社協までご連絡ください。

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家

赤い羽根「被災地住民支え合い活動助成事業
今年度も福島県共同募金会では、被災地における地元住民の

グループ等による支え合い活動に対する助成を行います。県内

名以上で構成される団体で、以下の活動を対象に助成

見守り・訪問、家事援助、子どもの学習支援等

健康づくりの支援、介護予防支援、

生きがいづくりの支援等

お花見会、盆踊り大会、いも煮会、クリスマス会等

慰問活動、講演会の開催、各種復興イベント開催等

万円を上限とし、活動に要する物品費、弁当茶菓代、

印刷費、通信費、講師謝金等に活用できます。

申請用紙は、村社会福祉協議会で準備しておりますので多数のご応募

お待ちしております。また、詳細は

https://www.akaihane.or.jp/をご覧いただくか

社会福祉協議会（陽だまりの家☎

多重債務・貸金業に関する相談窓口
財務省福島財務事務所では、次のような相談を受け付けています。秘

密厳守、相談無料です。ひとりで悩まずお気軽にご相談ください。

〇相談窓口…財務省福島財務事務所

13-2 

〇受付時間…月～金曜日（祝日、年末年始を除く）

分～正午、午後１時～午後４時

多重債務者相談窓口専用（☎024

飯舘村地上デジタル放送再送信事業（再掲）
村では、光ファイバ網を利用して、村内で地上デジタル放送（地デジ）

が映らない方を対象に地デジを再送信する事業を進めています。

申込は随時受け付けしますので、希望される方は村づくり推進課企画

なお、本事業は令和２年度で終了となりますので、申し込みを予定されてい

3,600 円） 

※月額使用料については現在減免されています。

※申し込みから工事まで４か月程度かかる場合があります。

-42-1613

司法書士による相談会を開催します
福島県司法書士会では、土地や建物の登記、相続・遺言、お金のトラ

ブル、成年後見、原発賠償請求などのお悩みを、司法書士がお聞きしま

す。相談は無料です。ご利用ください。 

午後１時～午後４時

場…飯舘村交流センターふれ愛館 

福島県司法書士会に申込みください。

※予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

024-534-7502

地域サロン６月から再開！
新型コロナウイルス感染防止のため、３月から自粛してきました

「地域サロン」を下記の感染防止策を講じて再開します

される皆様にはご協力をお願いします。

屋内でのお茶飲み会や百歳体操の時はマスクの着用、手洗い、

手指の消毒を行い、時間を決めて部屋の換気をしましょう。

できるだけ、対面を避けて、横並びなるようにし、十分間隔を

③グラウンドゴルフなどの屋外では間隔をとり、密集しないように

※社協では、消毒用アルコールを配布します。スタートの準備をし

ている地域は社協までご連絡ください。

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

赤い羽根「被災地住民支え合い活動助成事業
今年度も福島県共同募金会では、被災地における地元住民の

グループ等による支え合い活動に対する助成を行います。県内

名以上で構成される団体で、以下の活動を対象に助成

見守り・訪問、家事援助、子どもの学習支援等

健康づくりの支援、介護予防支援、

生きがいづくりの支援等

お花見会、盆踊り大会、いも煮会、クリスマス会等

慰問活動、講演会の開催、各種復興イベント開催等

万円を上限とし、活動に要する物品費、弁当茶菓代、

印刷費、通信費、講師謝金等に活用できます。

申請用紙は、村社会福祉協議会で準備しておりますので多数のご応募

お待ちしております。また、詳細は福島県共同募金会のホームページ

をご覧いただくか

社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244

多重債務・貸金業に関する相談窓口
財務省福島財務事務所では、次のような相談を受け付けています。秘

密厳守、相談無料です。ひとりで悩まずお気軽にご相談ください。

〇相談窓口…財務省福島財務事務所 理財課

〇受付時間…月～金曜日（祝日、年末年始を除く）

分～正午、午後１時～午後４時

024-533-0064

飯舘村地上デジタル放送再送信事業（再掲）
村では、光ファイバ網を利用して、村内で地上デジタル放送（地デジ）

が映らない方を対象に地デジを再送信する事業を進めています。

申込は随時受け付けしますので、希望される方は村づくり推進課企画

なお、本事業は令和２年度で終了となりますので、申し込みを予定されてい

※月額使用料については現在減免されています。

※申し込みから工事まで４か月程度かかる場合があります。

1613） 

司法書士による相談会を開催します
福島県司法書士会では、土地や建物の登記、相続・遺言、お金のトラ

ブル、成年後見、原発賠償請求などのお悩みを、司法書士がお聞きしま

 

午後１時～午後４時 

 

福島県司法書士会に申込みください。

※予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

7502） 

地域サロン６月から再開！
新型コロナウイルス感染防止のため、３月から自粛してきました

「地域サロン」を下記の感染防止策を講じて再開します

される皆様にはご協力をお願いします。 

屋内でのお茶飲み会や百歳体操の時はマスクの着用、手洗い、

手指の消毒を行い、時間を決めて部屋の換気をしましょう。

できるだけ、対面を避けて、横並びなるようにし、十分間隔を

③グラウンドゴルフなどの屋外では間隔をとり、密集しないように

※社協では、消毒用アルコールを配布します。スタートの準備をし

ている地域は社協までご連絡ください。 

☎0244-42

赤い羽根「被災地住民支え合い活動助成事業
今年度も福島県共同募金会では、被災地における地元住民の

グループ等による支え合い活動に対する助成を行います。県内

名以上で構成される団体で、以下の活動を対象に助成

見守り・訪問、家事援助、子どもの学習支援等

健康づくりの支援、介護予防支援、

生きがいづくりの支援等 

お花見会、盆踊り大会、いも煮会、クリスマス会等

慰問活動、講演会の開催、各種復興イベント開催等

万円を上限とし、活動に要する物品費、弁当茶菓代、

印刷費、通信費、講師謝金等に活用できます。 

申請用紙は、村社会福祉協議会で準備しておりますので多数のご応募

福島県共同募金会のホームページ

をご覧いただくか下記へお問い合わせく

0244-42-1021

多重債務・貸金業に関する相談窓口
財務省福島財務事務所では、次のような相談を受け付けています。秘

密厳守、相談無料です。ひとりで悩まずお気軽にご相談ください。

理財課 

〇受付時間…月～金曜日（祝日、年末年始を除く）

分～正午、午後１時～午後４時

0064） 

飯舘村地上デジタル放送再送信事業（再掲）
村では、光ファイバ網を利用して、村内で地上デジタル放送（地デジ）

が映らない方を対象に地デジを再送信する事業を進めています。

申込は随時受け付けしますので、希望される方は村づくり推進課企画

なお、本事業は令和２年度で終了となりますので、申し込みを予定されてい

※月額使用料については現在減免されています。 

※申し込みから工事まで４か月程度かかる場合があります。

司法書士による相談会を開催します
福島県司法書士会では、土地や建物の登記、相続・遺言、お金のトラ

ブル、成年後見、原発賠償請求などのお悩みを、司法書士がお聞きしま

福島県司法書士会に申込みください。

※予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

地域サロン６月から再開！
新型コロナウイルス感染防止のため、３月から自粛してきました

「地域サロン」を下記の感染防止策を講じて再開します

屋内でのお茶飲み会や百歳体操の時はマスクの着用、手洗い、

手指の消毒を行い、時間を決めて部屋の換気をしましょう。

できるだけ、対面を避けて、横並びなるようにし、十分間隔を

③グラウンドゴルフなどの屋外では間隔をとり、密集しないように

※社協では、消毒用アルコールを配布します。スタートの準備をし

42-1021

赤い羽根「被災地住民支え合い活動助成事業
今年度も福島県共同募金会では、被災地における地元住民の

グループ等による支え合い活動に対する助成を行います。県内

名以上で構成される団体で、以下の活動を対象に助成

見守り・訪問、家事援助、子どもの学習支援等

健康づくりの支援、介護予防支援、 

お花見会、盆踊り大会、いも煮会、クリスマス会等

慰問活動、講演会の開催、各種復興イベント開催等

万円を上限とし、活動に要する物品費、弁当茶菓代、

申請用紙は、村社会福祉協議会で準備しておりますので多数のご応募

福島県共同募金会のホームページ

下記へお問い合わせく

1021） 

多重債務・貸金業に関する相談窓口
財務省福島財務事務所では、次のような相談を受け付けています。秘

密厳守、相談無料です。ひとりで悩まずお気軽にご相談ください。

〇受付時間…月～金曜日（祝日、年末年始を除く） 

分～正午、午後１時～午後４時

飯舘村地上デジタル放送再送信事業（再掲）
村では、光ファイバ網を利用して、村内で地上デジタル放送（地デジ）

が映らない方を対象に地デジを再送信する事業を進めています。

申込は随時受け付けしますので、希望される方は村づくり推進課企画

なお、本事業は令和２年度で終了となりますので、申し込みを予定されてい

※申し込みから工事まで４か月程度かかる場合があります。  

司法書士による相談会を開催します
福島県司法書士会では、土地や建物の登記、相続・遺言、お金のトラ

ブル、成年後見、原発賠償請求などのお悩みを、司法書士がお聞きしま

福島県司法書士会に申込みください。

※予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。 

地域サロン６月から再開！ 
新型コロナウイルス感染防止のため、３月から自粛してきました

「地域サロン」を下記の感染防止策を講じて再開しますので、参加

屋内でのお茶飲み会や百歳体操の時はマスクの着用、手洗い、

手指の消毒を行い、時間を決めて部屋の換気をしましょう。

できるだけ、対面を避けて、横並びなるようにし、十分間隔を

③グラウンドゴルフなどの屋外では間隔をとり、密集しないように

※社協では、消毒用アルコールを配布します。スタートの準備をし

1021） 

赤い羽根「被災地住民支え合い活動助成事業
今年度も福島県共同募金会では、被災地における地元住民の

グループ等による支え合い活動に対する助成を行います。県内

名以上で構成される団体で、以下の活動を対象に助成

見守り・訪問、家事援助、子どもの学習支援等

 

お花見会、盆踊り大会、いも煮会、クリスマス会等

慰問活動、講演会の開催、各種復興イベント開催等

万円を上限とし、活動に要する物品費、弁当茶菓代、

申請用紙は、村社会福祉協議会で準備しておりますので多数のご応募

福島県共同募金会のホームページ

下記へお問い合わせく

多重債務・貸金業に関する相談窓口
財務省福島財務事務所では、次のような相談を受け付けています。秘

密厳守、相談無料です。ひとりで悩まずお気軽にご相談ください。

分～正午、午後１時～午後４時 30 分 

飯舘村地上デジタル放送再送信事業（再掲）
村では、光ファイバ網を利用して、村内で地上デジタル放送（地デジ）

が映らない方を対象に地デジを再送信する事業を進めています。 

申込は随時受け付けしますので、希望される方は村づくり推進課企画

なお、本事業は令和２年度で終了となりますので、申し込みを予定されてい

 

司法書士による相談会を開催します 
福島県司法書士会では、土地や建物の登記、相続・遺言、お金のトラ

ブル、成年後見、原発賠償請求などのお悩みを、司法書士がお聞きしま

福島県司法書士会に申込みください。 

新型コロナウイルス感染防止のため、３月から自粛してきました

ので、参加

屋内でのお茶飲み会や百歳体操の時はマスクの着用、手洗い、

手指の消毒を行い、時間を決めて部屋の換気をしましょう。 

できるだけ、対面を避けて、横並びなるようにし、十分間隔を

③グラウンドゴルフなどの屋外では間隔をとり、密集しないように

※社協では、消毒用アルコールを配布します。スタートの準備をし

赤い羽根「被災地住民支え合い活動助成事業

見守り・訪問、家事援助、子どもの学習支援等 

お花見会、盆踊り大会、いも煮会、クリスマス会等

慰問活動、講演会の開催、各種復興イベント開催等

万円を上限とし、活動に要する物品費、弁当茶菓代、

申請用紙は、村社会福祉協議会で準備しておりますので多数のご応募

福島県共同募金会のホームページ

下記へお問い合わせく

多重債務・貸金業に関する相談窓口 

財務省福島財務事務所では、次のような相談を受け付けています。秘

密厳守、相談無料です。ひとりで悩まずお気軽にご相談ください。 

 

飯舘村地上デジタル放送再送信事業（再掲）  

村では、光ファイバ網を利用して、村内で地上デジタル放送（地デジ）

申込は随時受け付けしますので、希望される方は村づくり推進課企画

なお、本事業は令和２年度で終了となりますので、申し込みを予定されてい

福島県司法書士会では、土地や建物の登記、相続・遺言、お金のトラ

ブル、成年後見、原発賠償請求などのお悩みを、司法書士がお聞きしま

 

新型コロナウイルス感染防止のため、３月から自粛してきました

ので、参加

屋内でのお茶飲み会や百歳体操の時はマスクの着用、手洗い、

 

できるだけ、対面を避けて、横並びなるようにし、十分間隔を

③グラウンドゴルフなどの屋外では間隔をとり、密集しないように

※社協では、消毒用アルコールを配布します。スタートの準備をし

赤い羽根「被災地住民支え合い活動助成事業」 

お花見会、盆踊り大会、いも煮会、クリスマス会等 

慰問活動、講演会の開催、各種復興イベント開催等 

万円を上限とし、活動に要する物品費、弁当茶菓代、

申請用紙は、村社会福祉協議会で準備しておりますので多数のご応募

下記へお問い合わせく

財務省福島財務事務所では、次のような相談を受け付けています。秘


