
 

 

 

 

置しようとする場合に、利用できる補助制度があります。希望される方は

下記によりお申込み下さい。

○対

     

○補助金…設置費用の半額（最大４万円）

申込・

 

ての相談会を行っています。

が軽くな

トします。

係へ

〇日

〇場

〇講

問

できます。新型コロナウイルス感染防止のため最大限の対策をとり実施し

ていますので、

〇日

〇場

〇内

〇講

〇持ち物…①水または麦茶

※新型コロナウイルス感染防止対策のため

し、可能な限りマスクを着用して

問

 村では、インフルエンザの重症化・流行を防ぐため接種料金の助成を行

っています。中学生以下のお子さまが予防接種を受ける際は医療機関備え

付けの予診票をご使用ください。

ん館、村役場（住民課窓口）でお渡ししています。郵送も可能です

当までお問い合わせください。対象者

①生後

     

②

③

ある方、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいがある方（内臓疾

患により身体障がい者

〇

〇

＊福島県立医科大学附属病院で接種する場合、村の助成額を超えた分は自

己負担となります。

問

いいたてクリニックの診療日時

外灯・防犯灯設置補助制度のお知らせ
 村では、生活環境の整備及び犯罪の防止を図るため、外灯・防犯灯を設

置しようとする場合に、利用できる補助制度があります。希望される方は

下記によりお申込み下さい。

○対 象…自らの地区や住宅敷地付近の村道、並びに公道に外灯・防

     

○補助金…設置費用の半額（最大４万円）

申込・問

 村では、

ての相談会を行っています。

お子さんの健やかな成長発達

が軽くな

トします。

係へ問合せ

〇日 時…

〇場 所…

〇講 師…

問健康福祉課健康係（

「健康のためにからだを動かしたい

できます。新型コロナウイルス感染防止のため最大限の対策をとり実施し

ていますので、

〇日 時…

〇場 所…交流センターふれ愛館

〇内 容…①

〇講 師…健康運動指導士

〇持ち物…①水または麦茶

※新型コロナウイルス感染防止対策のため

し、可能な限りマスクを着用して

問健康福祉課健康係（

インフルエンザ予防接種料金助成について
村では、インフルエンザの重症化・流行を防ぐため接種料金の助成を行

っています。中学生以下のお子さまが予防接種を受ける際は医療機関備え

付けの予診票をご使用ください。

高齢者の方が受ける際は村が作成した予診票が必要です。

ん館、村役場（住民課窓口）でお渡ししています。郵送も可能です

当までお問い合わせください。対象者

①生後６

助成回数：生後

     

②65 歳以上の方

③60 歳以上

ある方、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいがある方（内臓疾

患により身体障がい者

〇助成期間

〇接種方法

＊福島県立医科大学附属病院で接種する場合、村の助成額を超えた分は自

己負担となります。

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎

いいたてクリニックの診療日時

外灯・防犯灯設置補助制度のお知らせ
村では、生活環境の整備及び犯罪の防止を図るため、外灯・防犯灯を設

置しようとする場合に、利用できる補助制度があります。希望される方は

下記によりお申込み下さい。

象…自らの地区や住宅敷地付近の村道、並びに公道に外灯・防

     犯灯を設置しようとする個人及び団体

○補助金…設置費用の半額（最大４万円）

※維持管理経費は設置者が負担するものとなります

問住民課住民係

子育てほっと相談会のご案内
村では、小児科医師や

ての相談会を行っています。

お子さんの健やかな成長発達

が軽くなることで、気持ちがほっとし、

トします。事前予約制のため、

問合せください。

時…10 月

所…いちばん館

師…言語聴覚士

健康福祉課健康係（

までいな健康運動塾のお知らせ
健康のためにからだを動かしたい

できます。新型コロナウイルス感染防止のため最大限の対策をとり実施し

ていますので、ぜひ

時…①10

午前

所…交流センターふれ愛館

容…①関節痛予防

③介護予防

師…健康運動指導士

〇持ち物…①水または麦茶

※新型コロナウイルス感染防止対策のため

し、可能な限りマスクを着用して

健康福祉課健康係（

インフルエンザ予防接種料金助成について
村では、インフルエンザの重症化・流行を防ぐため接種料金の助成を行

っています。中学生以下のお子さまが予防接種を受ける際は医療機関備え

付けの予診票をご使用ください。

高齢者の方が受ける際は村が作成した予診票が必要です。

ん館、村役場（住民課窓口）でお渡ししています。郵送も可能です

当までお問い合わせください。対象者

６か月から中学

助成回数：生後

      13

歳以上の方

歳以上 65 歳未満の方で、心臓、じん臓及び呼吸器の機能に障がいが

ある方、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいがある方（内臓疾

患により身体障がい者

助成期間…10

接種方法…医療機関に事前に電話予約のうえ接種してください。

＊福島県立医科大学附属病院で接種する場合、村の助成額を超えた分は自

己負担となります。

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

外灯・防犯灯設置補助制度のお知らせ
村では、生活環境の整備及び犯罪の防止を図るため、外灯・防犯灯を設

置しようとする場合に、利用できる補助制度があります。希望される方は

下記によりお申込み下さい。

象…自らの地区や住宅敷地付近の村道、並びに公道に外灯・防

犯灯を設置しようとする個人及び団体

○補助金…設置費用の半額（最大４万円）

※維持管理経費は設置者が負担するものとなります

住民課住民係（☎

子育てほっと相談会のご案内
小児科医師や

ての相談会を行っています。

お子さんの健やかな成長発達

ることで、気持ちがほっとし、

事前予約制のため、

さい。 

月 27 日（火）

いちばん館 

言語聴覚士 

健康福祉課健康係（いちばん館内

までいな健康運動塾のお知らせ
健康のためにからだを動かしたい

できます。新型コロナウイルス感染防止のため最大限の対策をとり実施し

ぜひご参加ください。

10 月７日(

午前 10 時 15

所…交流センターふれ愛館

関節痛予防

③介護予防(

師…健康運動指導士

〇持ち物…①水または麦茶

※新型コロナウイルス感染防止対策のため

し、可能な限りマスクを着用して

健康福祉課健康係（いちばん館内

インフルエンザ予防接種料金助成について
村では、インフルエンザの重症化・流行を防ぐため接種料金の助成を行

っています。中学生以下のお子さまが予防接種を受ける際は医療機関備え

付けの予診票をご使用ください。

高齢者の方が受ける際は村が作成した予診票が必要です。

ん館、村役場（住民課窓口）でお渡ししています。郵送も可能です

当までお問い合わせください。対象者

か月から中学３

助成回数：生後６か月以上

13 歳以上中学

歳以上の方 助成回数：１回

歳未満の方で、心臓、じん臓及び呼吸器の機能に障がいが

ある方、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいがある方（内臓疾

患により身体障がい者 1

10 月１日（木）～令和３年１月

医療機関に事前に電話予約のうえ接種してください。

＊福島県立医科大学附属病院で接種する場合、村の助成額を超えた分は自

己負担となります。 

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

外灯・防犯灯設置補助制度のお知らせ
村では、生活環境の整備及び犯罪の防止を図るため、外灯・防犯灯を設

置しようとする場合に、利用できる補助制度があります。希望される方は

下記によりお申込み下さい。 

象…自らの地区や住宅敷地付近の村道、並びに公道に外灯・防

犯灯を設置しようとする個人及び団体

○補助金…設置費用の半額（最大４万円）

※維持管理経費は設置者が負担するものとなります

（☎0244

子育てほっと相談会のご案内
小児科医師や言語聴覚士

ての相談会を行っています。 

お子さんの健やかな成長発達

ることで、気持ちがほっとし、

事前予約制のため、

 

日（火） 午後

 

 高田先生

いちばん館内

までいな健康運動塾のお知らせ
健康のためにからだを動かしたい

できます。新型コロナウイルス感染防止のため最大限の対策をとり実施し

ご参加ください。

(水) ②

15 分～午前

所…交流センターふれ愛館

関節痛予防(運動強度：

(運動強度：

師…健康運動指導士 滝口義光先生

〇持ち物…①水または麦茶 ②動きやすい服装

※新型コロナウイルス感染防止対策のため

し、可能な限りマスクを着用して参加してください。

いちばん館内

インフルエンザ予防接種料金助成について
村では、インフルエンザの重症化・流行を防ぐため接種料金の助成を行

っています。中学生以下のお子さまが予防接種を受ける際は医療機関備え

付けの予診票をご使用ください。

高齢者の方が受ける際は村が作成した予診票が必要です。

ん館、村役場（住民課窓口）でお渡ししています。郵送も可能です

当までお問い合わせください。対象者

３年生までのお子さま

か月以上 13

歳以上中学３生までの方

助成回数：１回

歳未満の方で、心臓、じん臓及び呼吸器の機能に障がいが

ある方、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいがある方（内臓疾

1 級程度の方）助成回数：１回

月１日（木）～令和３年１月

医療機関に事前に電話予約のうえ接種してください。

＊福島県立医科大学附属病院で接種する場合、村の助成額を超えた分は自

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 毎週火・木曜日

外灯・防犯灯設置補助制度のお知らせ
村では、生活環境の整備及び犯罪の防止を図るため、外灯・防犯灯を設

置しようとする場合に、利用できる補助制度があります。希望される方は

 

象…自らの地区や住宅敷地付近の村道、並びに公道に外灯・防

犯灯を設置しようとする個人及び団体

○補助金…設置費用の半額（最大４万円）

※維持管理経費は設置者が負担するものとなります

0244-42-1618

子育てほっと相談会のご案内
言語聴覚士、

 

お子さんの健やかな成長発達を支援

ることで、気持ちがほっとし、

事前予約制のため、希望される方は、

午後１時～

高田先生、臨床心理士

いちばん館内☎

までいな健康運動塾のお知らせ
健康のためにからだを動かしたい

できます。新型コロナウイルス感染防止のため最大限の対策をとり実施し

ご参加ください。

②10 月 14

分～午前 11

所…交流センターふれ愛館 

運動強度：弱

運動強度：弱)

滝口義光先生

②動きやすい服装

※新型コロナウイルス感染防止対策のため

参加してください。

いちばん館内☎

インフルエンザ予防接種料金助成について
村では、インフルエンザの重症化・流行を防ぐため接種料金の助成を行

っています。中学生以下のお子さまが予防接種を受ける際は医療機関備え

付けの予診票をご使用ください。 

高齢者の方が受ける際は村が作成した予診票が必要です。

ん館、村役場（住民課窓口）でお渡ししています。郵送も可能です

当までお問い合わせください。対象者

年生までのお子さま

13 歳未満の方：

生までの方

助成回数：１回 

歳未満の方で、心臓、じん臓及び呼吸器の機能に障がいが

ある方、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいがある方（内臓疾

級程度の方）助成回数：１回

月１日（木）～令和３年１月

医療機関に事前に電話予約のうえ接種してください。

＊福島県立医科大学附属病院で接種する場合、村の助成額を超えた分は自

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

毎週火・木曜日

 第

外灯・防犯灯設置補助制度のお知らせ
村では、生活環境の整備及び犯罪の防止を図るため、外灯・防犯灯を設

置しようとする場合に、利用できる補助制度があります。希望される方は

象…自らの地区や住宅敷地付近の村道、並びに公道に外灯・防

犯灯を設置しようとする個人及び団体

○補助金…設置費用の半額（最大４万円） 

※維持管理経費は設置者が負担するものとなります

1618） 

子育てほっと相談会のご案内
、臨床心理士

支援するとともに

ることで、気持ちがほっとし、楽しく子育てできるようにサポー

希望される方は、

時～午後４時

臨床心理士

☎0244-42

までいな健康運動塾のお知らせ
健康のためにからだを動かしたい」と思っている方

できます。新型コロナウイルス感染防止のため最大限の対策をとり実施し

ご参加ください。 

14 日(水

11 時 45

弱)②熱血教室

) 

滝口義光先生 

②動きやすい服装

※新型コロナウイルス感染防止対策のため、

参加してください。

☎0244-42

インフルエンザ予防接種料金助成について
村では、インフルエンザの重症化・流行を防ぐため接種料金の助成を行

っています。中学生以下のお子さまが予防接種を受ける際は医療機関備え

高齢者の方が受ける際は村が作成した予診票が必要です。

ん館、村役場（住民課窓口）でお渡ししています。郵送も可能です

当までお問い合わせください。対象者は、下記をご確認ください。

年生までのお子さま

歳未満の方：

生までの方 ：

歳未満の方で、心臓、じん臓及び呼吸器の機能に障がいが

ある方、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいがある方（内臓疾

級程度の方）助成回数：１回

月１日（木）～令和３年１月 29

医療機関に事前に電話予約のうえ接種してください。

＊福島県立医科大学附属病院で接種する場合、村の助成額を超えた分は自

健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42

毎週火・木曜日

第 94８号

外灯・防犯灯設置補助制度のお知らせ
村では、生活環境の整備及び犯罪の防止を図るため、外灯・防犯灯を設

置しようとする場合に、利用できる補助制度があります。希望される方は

象…自らの地区や住宅敷地付近の村道、並びに公道に外灯・防

犯灯を設置しようとする個人及び団体 

※維持管理経費は設置者が負担するものとなります

 

子育てほっと相談会のご案内
臨床心理士による

するとともに

楽しく子育てできるようにサポー

希望される方は、10

４時 30

臨床心理士 穂積先生

42-1637

までいな健康運動塾のお知らせ
と思っている方

できます。新型コロナウイルス感染防止のため最大限の対策をとり実施し

水) ③10

45 分 

②熱血教室

②動きやすい服装 ③運動靴

、参加される方は、

参加してください。 

42－1637

インフルエンザ予防接種料金助成について
村では、インフルエンザの重症化・流行を防ぐため接種料金の助成を行

っています。中学生以下のお子さまが予防接種を受ける際は医療機関備え

高齢者の方が受ける際は村が作成した予診票が必要です。

ん館、村役場（住民課窓口）でお渡ししています。郵送も可能です

は、下記をご確認ください。

年生までのお子さま 

歳未満の方：２回 

：１回 

歳未満の方で、心臓、じん臓及び呼吸器の機能に障がいが

ある方、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいがある方（内臓疾

級程度の方）助成回数：１回

29 日 

医療機関に事前に電話予約のうえ接種してください。

＊福島県立医科大学附属病院で接種する場合、村の助成額を超えた分は自

42-1637

毎週火・木曜日 午前８時

号 令和２

外灯・防犯灯設置補助制度のお知らせ
村では、生活環境の整備及び犯罪の防止を図るため、外灯・防犯灯を設

置しようとする場合に、利用できる補助制度があります。希望される方は

象…自らの地区や住宅敷地付近の村道、並びに公道に外灯・防

※維持管理経費は設置者が負担するものとなります

子育てほっと相談会のご案内
による発達

するとともに、子育ての悩み・不安

楽しく子育てできるようにサポー

10 月９日（金）まで

30 分 （ひとり

穂積先生 

1637） 

までいな健康運動塾のお知らせ
と思っている方、どなたでも参加

できます。新型コロナウイルス感染防止のため最大限の対策をとり実施し

10 月 28

②熱血教室(運動強度：

③運動靴 

参加される方は、

1637） 

インフルエンザ予防接種料金助成について
村では、インフルエンザの重症化・流行を防ぐため接種料金の助成を行

っています。中学生以下のお子さまが予防接種を受ける際は医療機関備え

高齢者の方が受ける際は村が作成した予診票が必要です。予診票は

ん館、村役場（住民課窓口）でお渡ししています。郵送も可能です

は、下記をご確認ください。

 

 

歳未満の方で、心臓、じん臓及び呼吸器の機能に障がいが

ある方、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいがある方（内臓疾

級程度の方）助成回数：１回 

医療機関に事前に電話予約のうえ接種してください。

＊福島県立医科大学附属病院で接種する場合、村の助成額を超えた分は自

1637） 

午前８時 30

令和２年９月

外灯・防犯灯設置補助制度のお知らせ
村では、生活環境の整備及び犯罪の防止を図るため、外灯・防犯灯を設

置しようとする場合に、利用できる補助制度があります。希望される方は

象…自らの地区や住宅敷地付近の村道、並びに公道に外灯・防

※維持管理経費は設置者が負担するものとなります 

子育てほっと相談会のご案内  

発達や言葉

、子育ての悩み・不安

楽しく子育てできるようにサポー

月９日（金）まで

（ひとり 1 時間程）

までいな健康運動塾のお知らせ  

どなたでも参加

できます。新型コロナウイルス感染防止のため最大限の対策をとり実施し

28 日(水

運動強度：強

 

参加される方は、体温を測定

インフルエンザ予防接種料金助成について
村では、インフルエンザの重症化・流行を防ぐため接種料金の助成を行

っています。中学生以下のお子さまが予防接種を受ける際は医療機関備え

予診票は

ん館、村役場（住民課窓口）でお渡ししています。郵送も可能です

は、下記をご確認ください。

歳未満の方で、心臓、じん臓及び呼吸器の機能に障がいが

ある方、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいがある方（内臓疾

医療機関に事前に電話予約のうえ接種してください。

＊福島県立医科大学附属病院で接種する場合、村の助成額を超えた分は自

30 分～午後０時

月 20 日

外灯・防犯灯設置補助制度のお知らせ  

村では、生活環境の整備及び犯罪の防止を図るため、外灯・防犯灯を設

置しようとする場合に、利用できる補助制度があります。希望される方は

象…自らの地区や住宅敷地付近の村道、並びに公道に外灯・防 

や言葉につい

、子育ての悩み・不安

楽しく子育てできるようにサポー

月９日（金）までに健康

時間程） 

どなたでも参加

できます。新型コロナウイルス感染防止のため最大限の対策をとり実施し

水)  

強)  

体温を測定

インフルエンザ予防接種料金助成について 
村では、インフルエンザの重症化・流行を防ぐため接種料金の助成を行

っています。中学生以下のお子さまが予防接種を受ける際は医療機関備え

予診票はいちば

ん館、村役場（住民課窓口）でお渡ししています。郵送も可能ですので担

は、下記をご確認ください。 

歳未満の方で、心臓、じん臓及び呼吸器の機能に障がいが

ある方、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいがある方（内臓疾

医療機関に事前に電話予約のうえ接種してください。 

＊福島県立医科大学附属病院で接種する場合、村の助成額を超えた分は自

分～午後０時
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担
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ある方、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいがある方（内臓疾 
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 村では、令和

対象者の方へは後日詳細を通知

○日 

○場 

○対 

で、平成

に転入し、令和

問生涯学習課（

村では、花塚山周辺を周るウォーキング交流会を行います。秋の自然を

歩いて、満喫しましょう♪

○日 

○場 

○申 

申込・問

村では、村内に設置されている彫刻家

岡先生の解説を交え、巡るツアーを開催します。

作品が生まれた背景や作品に込めた思いなどを、制作者自身から直接聞

くことができ、質問もできる貴重な機会です。ぜひ参加して、彫刻に触れ、

感じてください。

○日 

               

○ルート…いいたて希望の里学園、いいたて村の道の駅までい館

〇参加料…ひとり

○申 

なり次第申込を終了させていただきます。お早目に申込ください。

れる方は、新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用をお願い

いたします。

申込・問

 村で

する感謝のメッセージを世界に向けて宇宙ステーションから配信す

北復興宇宙ミッション」という事業に参加することになり

メッセージは東北各地から集められ、一部が宇宙飛行士によって読み上

げられます

○テ 

○様 

○締 

○応募場所

問村づくり推進課企画係

イイタネちゃんお知らせアプリ交流会に
村では、「イイタネちゃんお知らせアプリ」の交流会を開催します。タ

ブレットやスマートフォンをお持ちでない方も参加ができ、事前予約も不

要です。当日は新型コロナウイルス感染症対策として、マスクを着用のう

え、ご参加ください。

○日 

○場 

問村づくり推進課企画係

○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。

分～午後０時 30 分（受付は午前８時

村では、令和

対象者の方へは後日詳細を通知

 時…令和

 所…交流センター

 象…平成

で、平成 23 年

に転入し、令和

生涯学習課（

村では、花塚山周辺を周るウォーキング交流会を行います。秋の自然を

歩いて、満喫しましょう♪

 時…10

 所…花塚山周辺

 込…10

申込・問生涯学習課（スポーツ公園管理棟☎

重岡健治先生と歩く飯舘村彫刻
村では、村内に設置されている彫刻家

岡先生の解説を交え、巡るツアーを開催します。

作品が生まれた背景や作品に込めた思いなどを、制作者自身から直接聞

くことができ、質問もできる貴重な機会です。ぜひ参加して、彫刻に触れ、

感じてください。

 時…10

               

ルート…いいたて希望の里学園、いいたて村の道の駅までい館

〇参加料…ひとり

で、お

 込…９

なり次第申込を終了させていただきます。お早目に申込ください。

れる方は、新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用をお願い

いたします。

申込・問村づくり推進課企画係

東北復興宇宙ミッション
では、東日本大震災から

する感謝のメッセージを世界に向けて宇宙ステーションから配信す

北復興宇宙ミッション」という事業に参加することになり

メッセージは東北各地から集められ、一部が宇宙飛行士によって読み上

げられますので

 ー マ…世界に対する感謝の言葉

  式…任意（メッセージ

  切…

○応募場所…

村づくり推進課企画係

イイタネちゃんお知らせアプリ交流会に
村では、「イイタネちゃんお知らせアプリ」の交流会を開催します。タ

ブレットやスマートフォンをお持ちでない方も参加ができ、事前予約も不

要です。当日は新型コロナウイルス感染症対策として、マスクを着用のう

え、ご参加ください。

 時…10

 所…交流センターふれ愛館

村づくり推進課企画係

○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。

（受付は午前８時

令和３年
村では、令和３年の成人式を下記の日程で開催します。

対象者の方へは後日詳細を通知

令和３年

…交流センター

平成 12 年

年３月

に転入し、令和２年

生涯学習課（ふれ愛館

ウォーキング交流会のお知らせ
村では、花塚山周辺を周るウォーキング交流会を行います。秋の自然を

歩いて、満喫しましょう♪

10 月４日（日）

所…花塚山周辺

10 月１日（木）まで

生涯学習課（スポーツ公園管理棟☎

重岡健治先生と歩く飯舘村彫刻
村では、村内に設置されている彫刻家

岡先生の解説を交え、巡るツアーを開催します。

作品が生まれた背景や作品に込めた思いなどを、制作者自身から直接聞

くことができ、質問もできる貴重な機会です。ぜひ参加して、彫刻に触れ、

感じてください。 

10 月３日（

               

ルート…いいたて希望の里学園、いいたて村の道の駅までい館

〇参加料…ひとり 1,500

で、お釣りのないようにご準備をお願いいたします。

９月 30 日（

なり次第申込を終了させていただきます。お早目に申込ください。

れる方は、新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用をお願い

いたします。 

村づくり推進課企画係

東北復興宇宙ミッション
東日本大震災から

する感謝のメッセージを世界に向けて宇宙ステーションから配信す

北復興宇宙ミッション」という事業に参加することになり

メッセージは東北各地から集められ、一部が宇宙飛行士によって読み上

のでぜひ

マ…世界に対する感謝の言葉

式…任意（メッセージ

切…10 月

…役場ほっとコーナー及び

（宛先

村づくり推進課企画係

イイタネちゃんお知らせアプリ交流会に
村では、「イイタネちゃんお知らせアプリ」の交流会を開催します。タ

ブレットやスマートフォンをお持ちでない方も参加ができ、事前予約も不

要です。当日は新型コロナウイルス感染症対策として、マスクを着用のう

え、ご参加ください。

10 月 6

交流センターふれ愛館

村づくり推進課企画係

○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。

（受付は午前８時

令和３年
年の成人式を下記の日程で開催します。

対象者の方へは後日詳細を通知

年１月 10

…交流センターふれ愛館

年４月２

月 11 日時点で村に住民票のあった方。または、その後村

年 10 月 1

ふれ愛館☎

ウォーキング交流会のお知らせ
村では、花塚山周辺を周るウォーキング交流会を行います。秋の自然を

歩いて、満喫しましょう♪

月４日（日） 

所…花塚山周辺 

月１日（木）まで

生涯学習課（スポーツ公園管理棟☎

重岡健治先生と歩く飯舘村彫刻
村では、村内に設置されている彫刻家

岡先生の解説を交え、巡るツアーを開催します。

作品が生まれた背景や作品に込めた思いなどを、制作者自身から直接聞

くことができ、質問もできる貴重な機会です。ぜひ参加して、彫刻に触れ、

 

日（土） 

                  

ルート…いいたて希望の里学園、いいたて村の道の駅までい館

1,500 円（昼食込）当日現金で

釣りのないようにご準備をお願いいたします。

日（水）まで

なり次第申込を終了させていただきます。お早目に申込ください。

れる方は、新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用をお願い

村づくり推進課企画係

東北復興宇宙ミッション
東日本大震災から

する感謝のメッセージを世界に向けて宇宙ステーションから配信す

北復興宇宙ミッション」という事業に参加することになり

メッセージは東北各地から集められ、一部が宇宙飛行士によって読み上

ぜひご応募ください。

マ…世界に対する感謝の言葉

式…任意（メッセージ

月 30 日（金）

役場ほっとコーナー及び

（宛先 kikaku@vill.iitate.fukushima.jp

村づくり推進課企画係(☎

イイタネちゃんお知らせアプリ交流会に
村では、「イイタネちゃんお知らせアプリ」の交流会を開催します。タ

ブレットやスマートフォンをお持ちでない方も参加ができ、事前予約も不

要です。当日は新型コロナウイルス感染症対策として、マスクを着用のう

え、ご参加ください。 

6 日（火）、

交流センターふれ愛館

村づくり推進課企画係（☎

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。

（受付は午前８時 30 分～午前

令和３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。

対象者の方へは後日詳細を通知しますので、ご確認ください。

10 日（日）

ふれ愛館

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

1 日時点で村に住民票のある方

☎0244-42

ウォーキング交流会のお知らせ
村では、花塚山周辺を周るウォーキング交流会を行います。秋の自然を

歩いて、満喫しましょう♪ 詳しくは、同封のチラシをご覧ください。

 午前９時～午後

月１日（木）まで、下記までお申し込みください。

生涯学習課（スポーツ公園管理棟☎

重岡健治先生と歩く飯舘村彫刻
村では、村内に設置されている彫刻家

岡先生の解説を交え、巡るツアーを開催します。

作品が生まれた背景や作品に込めた思いなどを、制作者自身から直接聞

くことができ、質問もできる貴重な機会です。ぜひ参加して、彫刻に触れ、

 午前９時

   午後３時

ルート…いいたて希望の里学園、いいたて村の道の駅までい館

円（昼食込）当日現金で

釣りのないようにご準備をお願いいたします。

）まで下記までお申し込みください

なり次第申込を終了させていただきます。お早目に申込ください。

れる方は、新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用をお願い

村づくり推進課企画係（☎

東北復興宇宙ミッション
東日本大震災から 10 年となる

する感謝のメッセージを世界に向けて宇宙ステーションから配信す

北復興宇宙ミッション」という事業に参加することになり

メッセージは東北各地から集められ、一部が宇宙飛行士によって読み上

ご応募ください。

マ…世界に対する感謝の言葉

式…任意（メッセージ・

日（金） 

役場ほっとコーナー及び

ikaku@vill.iitate.fukushima.jp

☎0244-

イイタネちゃんお知らせアプリ交流会に
村では、「イイタネちゃんお知らせアプリ」の交流会を開催します。タ

ブレットやスマートフォンをお持ちでない方も参加ができ、事前予約も不

要です。当日は新型コロナウイルス感染症対策として、マスクを着用のう

日（火）、15 日（木）、

交流センターふれ愛館

（☎0244

月 の 
     ３ 期

         ３ 期

   ２ 期

納期限までに忘れずに納めましょう。

分～午前

成人式のご案内
年の成人式を下記の日程で開催します。

しますので、ご確認ください。

日（日） 午後１

ふれ愛館 ホール

日から平成 13

日時点で村に住民票のあった方。または、その後村

日時点で村に住民票のある方

42-0072）

ウォーキング交流会のお知らせ
村では、花塚山周辺を周るウォーキング交流会を行います。秋の自然を

詳しくは、同封のチラシをご覧ください。

午前９時～午後

、下記までお申し込みください。

生涯学習課（スポーツ公園管理棟☎

重岡健治先生と歩く飯舘村彫刻
村では、村内に設置されている彫刻家

岡先生の解説を交え、巡るツアーを開催します。

作品が生まれた背景や作品に込めた思いなどを、制作者自身から直接聞

くことができ、質問もできる貴重な機会です。ぜひ参加して、彫刻に触れ、

午前９時４５分

午後３時４０分

ルート…いいたて希望の里学園、いいたて村の道の駅までい館

円（昼食込）当日現金で

釣りのないようにご準備をお願いいたします。

下記までお申し込みください

なり次第申込を終了させていただきます。お早目に申込ください。

れる方は、新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用をお願い

（☎0244-

東北復興宇宙ミッション
年となる

する感謝のメッセージを世界に向けて宇宙ステーションから配信す

北復興宇宙ミッション」という事業に参加することになり

メッセージは東北各地から集められ、一部が宇宙飛行士によって読み上

ご応募ください。 

マ…世界に対する感謝の言葉 ○文字数…

・名前・住所・連絡先を記載

役場ほっとコーナー及びふれ愛館

ikaku@vill.iitate.fukushima.jp

-42-1613

イイタネちゃんお知らせアプリ交流会に
村では、「イイタネちゃんお知らせアプリ」の交流会を開催します。タ

ブレットやスマートフォンをお持ちでない方も参加ができ、事前予約も不

要です。当日は新型コロナウイルス感染症対策として、マスクを着用のう

日（木）、27

交流センターふれ愛館 

0244-42-1613

 納 め
期  ９月

期  ９月

期  ９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～午前 11 時 30

成人式のご案内
年の成人式を下記の日程で開催します。

しますので、ご確認ください。

１時 30

ホール 

13 年４月

日時点で村に住民票のあった方。または、その後村

日時点で村に住民票のある方

） 

ウォーキング交流会のお知らせ
村では、花塚山周辺を周るウォーキング交流会を行います。秋の自然を

詳しくは、同封のチラシをご覧ください。

午前９時～午後２時 

、下記までお申し込みください。

生涯学習課（スポーツ公園管理棟☎0244

重岡健治先生と歩く飯舘村彫刻
 重岡建治先生の彫刻作品を、重

岡先生の解説を交え、巡るツアーを開催します。

作品が生まれた背景や作品に込めた思いなどを、制作者自身から直接聞

くことができ、質問もできる貴重な機会です。ぜひ参加して、彫刻に触れ、

分 村役場

０分 村役場

ルート…いいたて希望の里学園、いいたて村の道の駅までい館

円（昼食込）当日現金で

釣りのないようにご準備をお願いいたします。

下記までお申し込みください

なり次第申込を終了させていただきます。お早目に申込ください。

れる方は、新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用をお願い

-42-1613

東北復興宇宙ミッション メッセージ募集
年となる来年３

する感謝のメッセージを世界に向けて宇宙ステーションから配信す

北復興宇宙ミッション」という事業に参加することになり

メッセージは東北各地から集められ、一部が宇宙飛行士によって読み上

○文字数…

名前・住所・連絡先を記載

ふれ愛館の応募ボックス

ikaku@vill.iitate.fukushima.jp

1613） 

イイタネちゃんお知らせアプリ交流会に
村では、「イイタネちゃんお知らせアプリ」の交流会を開催します。タ

ブレットやスマートフォンをお持ちでない方も参加ができ、事前予約も不

要です。当日は新型コロナウイルス感染症対策として、マスクを着用のう

27 日（火）

1613） 

め も 
月 30 日（

月 30 日（

月 30 日（

便利な口座振替をご利用ください

30 分）☎

成人式のご案内
年の成人式を下記の日程で開催します。

しますので、ご確認ください。

30 分～午後３時

月１日までに生まれた方

日時点で村に住民票のあった方。または、その後村

日時点で村に住民票のある方

ウォーキング交流会のお知らせ
村では、花塚山周辺を周るウォーキング交流会を行います。秋の自然を

詳しくは、同封のチラシをご覧ください。

、下記までお申し込みください。

0244-42-0152

重岡健治先生と歩く飯舘村彫刻
重岡建治先生の彫刻作品を、重

岡先生の解説を交え、巡るツアーを開催します。 

作品が生まれた背景や作品に込めた思いなどを、制作者自身から直接聞

くことができ、質問もできる貴重な機会です。ぜひ参加して、彫刻に触れ、

村役場 集合 

村役場 解散（予定）

ルート…いいたて希望の里学園、いいたて村の道の駅までい館

円（昼食込）当日現金でお支払いいただきますの

釣りのないようにご準備をお願いいたします。

下記までお申し込みください

なり次第申込を終了させていただきます。お早目に申込ください。

れる方は、新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用をお願い

1613） 

メッセージ募集
来年３月 11 日に、復興支援に対

する感謝のメッセージを世界に向けて宇宙ステーションから配信す

北復興宇宙ミッション」という事業に参加することになり

メッセージは東北各地から集められ、一部が宇宙飛行士によって読み上

○文字数…400

名前・住所・連絡先を記載

の応募ボックス

ikaku@vill.iitate.fukushima.jp

イイタネちゃんお知らせアプリ交流会に
村では、「イイタネちゃんお知らせアプリ」の交流会を開催します。タ

ブレットやスマートフォンをお持ちでない方も参加ができ、事前予約も不

要です。当日は新型コロナウイルス感染症対策として、マスクを着用のう

日（火） 午後 1

 の 

日（水） 

日（水） 

日（水） 

便利な口座振替をご利用ください

分）☎0244-

成人式のご案内 
年の成人式を下記の日程で開催します。 

しますので、ご確認ください。

午後３時 10

日までに生まれた方

日時点で村に住民票のあった方。または、その後村

日時点で村に住民票のある方。 

ウォーキング交流会のお知らせ 

村では、花塚山周辺を周るウォーキング交流会を行います。秋の自然を

詳しくは、同封のチラシをご覧ください。

、下記までお申し込みください。

0152） 

重岡健治先生と歩く飯舘村彫刻ツアー
重岡建治先生の彫刻作品を、重

作品が生まれた背景や作品に込めた思いなどを、制作者自身から直接聞

くことができ、質問もできる貴重な機会です。ぜひ参加して、彫刻に触れ、

 

解散（予定） 

ルート…いいたて希望の里学園、いいたて村の道の駅までい館

お支払いいただきますの

釣りのないようにご準備をお願いいたします。

下記までお申し込みください。定員

なり次第申込を終了させていただきます。お早目に申込ください。

れる方は、新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用をお願い

メッセージ募集
日に、復興支援に対

する感謝のメッセージを世界に向けて宇宙ステーションから配信す

北復興宇宙ミッション」という事業に参加することになりました。

メッセージは東北各地から集められ、一部が宇宙飛行士によって読み上

400 字以内

名前・住所・連絡先を記載くだ

の応募ボックス

ikaku@vill.iitate.fukushima.jp） 

イイタネちゃんお知らせアプリ交流会について
村では、「イイタネちゃんお知らせアプリ」の交流会を開催します。タ

ブレットやスマートフォンをお持ちでない方も参加ができ、事前予約も不

要です。当日は新型コロナウイルス感染症対策として、マスクを着用のう

1 時 30 分～午後

便利な口座振替をご利用ください

-68-2277

しますので、ご確認ください。 

10 分（予定

日までに生まれた方

日時点で村に住民票のあった方。または、その後村

村では、花塚山周辺を周るウォーキング交流会を行います。秋の自然を

詳しくは、同封のチラシをご覧ください。

、下記までお申し込みください。 

 

ツアー 

重岡建治先生の彫刻作品を、重

作品が生まれた背景や作品に込めた思いなどを、制作者自身から直接聞

くことができ、質問もできる貴重な機会です。ぜひ参加して、彫刻に触れ、

 

ルート…いいたて希望の里学園、いいたて村の道の駅までい館 他

お支払いいただきますの

釣りのないようにご準備をお願いいたします。 

。定員 20 人

なり次第申込を終了させていただきます。お早目に申込ください。参加さ

れる方は、新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用をお願い

メッセージ募集  

日に、復興支援に対

する感謝のメッセージを世界に向けて宇宙ステーションから配信する「東

ました。   

メッセージは東北各地から集められ、一部が宇宙飛行士によって読み上

字以内  

ください）

の応募ボックス、メール

ついて
村では、「イイタネちゃんお知らせアプリ」の交流会を開催します。タ

ブレットやスマートフォンをお持ちでない方も参加ができ、事前予約も不

要です。当日は新型コロナウイルス感染症対策として、マスクを着用のう

分～午後 3 時

便利な口座振替をご利用ください

2277 

予定） 

日までに生まれた方 

日時点で村に住民票のあった方。または、その後村 

村では、花塚山周辺を周るウォーキング交流会を行います。秋の自然を

詳しくは、同封のチラシをご覧ください。 

重岡建治先生の彫刻作品を、重

作品が生まれた背景や作品に込めた思いなどを、制作者自身から直接聞

くことができ、質問もできる貴重な機会です。ぜひ参加して、彫刻に触れ、

他 

お支払いいただきますの

人に

参加さ

れる方は、新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用をお願い

 

日に、復興支援に対

る「東

    

メッセージは東北各地から集められ、一部が宇宙飛行士によって読み上

さい）  

メール 

ついて  

村では、「イイタネちゃんお知らせアプリ」の交流会を開催します。タ

ブレットやスマートフォンをお持ちでない方も参加ができ、事前予約も不

要です。当日は新型コロナウイルス感染症対策として、マスクを着用のう

時 30 分 

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２年８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 ３ ０ - 関沢 他 

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」 

問産業振興課農政第二係（☎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 
９月３日（晴） ８月 20 日（晴） 

１ｍ １cｍ １ｍ １㎝ 

１ 草野字大谷地地内 0.21 0.21 0.26 0.30 

２ 深谷字原前地内 0.34 0.36 0.36 0.38 

３ 伊丹沢字山田地内 0.26 0.21 0.27 0.33 

４ 関沢字中頃地内 0.20 0.17 0.19 0.17 

５ 小宮字曲田地内 0.27 0.25 0.29 0.27 

６ 八木沢字上八木沢地内 0.29 0.27 0.31 0.36 

７ 大倉字湯舟地内 0.23 0.27 0.17 0.20 

８ 佐須字佐須地内 0.26 0.21 0.20 0.21 

９ 草野字柏塚地内 0.14 0.14 0.16 0.15 

10 飯樋字下桶地内地内 0.23 0.22 0.25 0.26 

11 飯樋字一ノ関地内 0.30 0.36 0.29 0.26 

12 飯樋字笠石地内 0.21 0.18 0.19 0.19 

13 飯樋字原地内 0.39 0.45 0.36 0.50 

14 比曽字比曽地内 0.20 0.22 0.27 0.29 

15※ 長泥字長泥地内 1.85 1.90 1.95 2.4 

16 蕨平字木戸地内 0.35 0.31 0.38 0.35 

17 松塚字神田地内 0.13 0.14 0.16 0.15 

18 臼石字町地内 0.29 0.30 0.30 0.32 

19 前田字福田地内 0.31 0.32 0.30 0.24 

20 二枚橋字町地内 0.26 0.27 0.30 0.38 

【宅地】（地上から１m 及び１cm の高さで測定） 

行政区 小字地内 
９月３日（晴） ８月 20 日 

１ｍ １cm １ｍ １㎝ 

１ 草野字大師堂地内 0.18 0.18 0.19 0.17 

２ 深谷字大森地内 0.20 0.26 0.21 0.23 

３ 伊丹沢字山田地内 0.11 0.12 0.12 0.13 

４ 関沢字中頃地内 0.21 0.24 0.23 0.22 

５ 小宮字曲田地内 0.24 0.20 0.26 0.23 

６ 芦原白金地内 0.16 0.16 0.16 0.16 

７ 大倉字大倉地内 0.09 0.10 0.10 0.09 

８ 佐須字虎捕地内 0.23 0.20 0.24 0.23 

９ 草野字大坂地内 0.18 0.18 0.20 0.17 

10 飯樋字町地内 0.18 0.19 0.19 0.18 

11 飯樋字割木地内 0.18 0.17 0.18 0.17 

12 飯樋字笠石地内 0.19 0.20 0.20 0.19 

13 飯樋字宮仲地内 0.11 0.10 0.10 0.09 

14 比曽字中比曽地内 0.15 0.14 0.17 0.15 

15※ 長泥字曲田地内 1.55 1.68 1.70 1.98 

16 蕨平字蕨平地内 0.31 0.30 0.30 0.30 

17 関根字押木内地内 0.13 0.12 0.14 0.14 

18 臼石字菅田地内 0.18 0.19 0.16 0.16 

19 前田字古今明地内 0.16 0.15 0.19 0.17 

20 須萱字水上地内 0.12 0.12 0.11 0.12 

 

新しい国民健康保険被保険者証を郵送します
有 効 期 限 は ９ 月 3 0 日 ま で で す

 
現在の国民健康保険被保険者証の有効期限は９月 30 日となっています。

新しい被保険者証は、９月下旬ごろ世帯主あてに簡易書留で郵送します。

10 月１日までに届かない場合はご連絡ください。 

また、社会保険に加入したのに国民健康被保険者証が届いた方は、国民

健康保険資格喪失の手続きが必要ですので、ご連絡ください。 

問住民課住民係（☎0244-42-1619） 

９月 24 日～30 日は結核予防週間です 
「元気ですか？はい（肺）」～結核健診を受けましょう～ 

福島県内では令和元年に 128 名の方が新たに結核を発症しています。そ

の内、約６割が 65 歳以上の方です。結核は早期発見・早期治療が重要で

す。村では現在医療機関での検診を実施中です。１年に１回胸部レントゲ

ン検査を受けましょう。詳しくは健康係に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☎0244-42-1637） 

「第 2 回あぶロマの集い飯舘村でプラネタリウム」開催 
 「あぶくまロマンチック街道構想推進委員会」による、「第２回あぶロ

マの集い 飯舘村でプラネタリウム」が開催されます！ 

 星空ナビゲーター 杉中慎 氏をお招きして、皆様を素敵な星空の旅へご

招待いたします。ぜひ、お越しください！詳しくは同封チラシをご覧くだ

さい。 

〇日 時…10 月 10 日(土) 午後２時～午後５時（1 回 30 分・２回上映） 

〇場 所…交流センターふれ愛館 大ホール 

※入場無料・当日はお茶菓子等も用意しています。星空の絵本もあります

ので、小さなお子様でもお楽しみいただけます。参加の方は、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用をお願いします。 

問あぶくまロマンチック街道構想推進委員会事務局（☎090－7323－1304） 

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、弁護士法人鈴木芳喜法律事務所による「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…10 月 20 日（火） 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） 

○予 約…10 月 15 日（木）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） 

バスツアーのお知らせ 

ゆかいなしあわせカフェ永井川では、バスツアーを開催します。どなた

でも参加できますので、多くの皆さまをお待ちしています。 

○日  時…10 月１３日（火）    

○参加費…3,000 円（昼食込・当日徴収）  

〇定 員…20 人定員※20 人になり次第申込を終了させていただきます。 

○行  程 

交流センターふれ愛館（午前８時集合）～福島市永井川集会所（午前９時

出発）～福島駅西口（午前９時 15 分出発）～あぶくま洞見学・昼食～は

なわのダリア園（塙町）～帰路・ふれ愛館（午後５時 30 分頃） 

○締切日…10 月５日（月）まで電話で申し込みください。参加の方は、新型

コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用をお願いします。 

申込・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 場 所 

10 月６日（火）、27 日（火） 午後１時 15 分～午後３時 川俣町中央公民館 

10 月 13 日（火）       午後１時 30 分～午後３時 交流センターふれ愛館 

○持ち物…ヨガマット ※無料で貸し出しも行います。 

○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） 

秋のボタニカルキャンドル作り 

 地域おこし協力隊キャンドル作家大槻美友がキャンドルワークショッ

プを行います。 

季節の草花を使って、これからの秋冬にしっとり灯したいオリジナルキ

ャンドルを作りませんか？ 

〇日 時…10 月 10 日（土） 午前 10 時～正午 

〇場 所…交流センターふれ愛館 大小会議室 

〇内 容…季節のドライフラワーを使ったボタニカルキャンドル作り 

〇予 約…10 人（先着順）  

〇参加費…3,000 円 (お茶・お菓子付き) 

参加希望の方は、10 月５日（月）まで下記に電話申し込みください。 

申込・問村地域おこし協力隊(工房マートル) 担当 大槻（☎080-1654-8174） 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 

検出 

最大値 
採取地 

枝豆 ５ ０ - 前田 他 

ゴーヤ ６ ０ - 深谷 他 

トウモロコシ ５ ０ - 前田・八和木 他 

ミョウガ ４ ０ - 小宮 他 


