
 

 
 

害防護柵の令和

しました。

を撮影した写真を貼付して、牧柵設置報告書を農政第二係まで提出してく

ださい。

○写真付き設置報告書の提出期限…

問

ました。

下記期限までに飯舘村森林組合にご連絡ください。

います。

〇申込期限…

※期日を過ぎてからの受付はできませんのでご了承ください。

問

内での健診期間は既に終了していますのでご注意ください。

療機関での健診案内を同封しています。

なお、７月に実施した集団健診を受けた方は、同じ健診項目を再度受診するこ

とはできませんのでご注意ください。

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

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、参加される方は、

し、可能な限りマスクを着用して

問

 

容とは違う種類のごみが混ざっていないかご確認のうえ、ごみステーショ

ンに指定された日の

 

につきましては、村で処理することができないため収集しません。最寄り

の販売店や専門業者にご相談ください。

問

いいたてクリニックの診療日時

令和
飯舘村営農再開支援事業推進協議会が貸与しているイノシシ・サル等獣

害防護柵の令和

しました。

電気柵・ワイヤーメッシュ柵を貸与された方は、設置前と設置後の状況

を撮影した写真を貼付して、牧柵設置報告書を農政第二係まで提出してく

ださい。

○写真付き設置報告書の提出期限…

問産業振興課農政第二係（☎

環境省事業で伐採したイグネ材の運搬の受付は

ました。

現在、運搬の確認作業中ですので、申請内容に追加等の変更がある方は、

下記期限までに飯舘村森林組合にご連絡ください。

なお、環境省事業以外で伐採したイグネ材等は対象外ですのでご了承願

います。

〇申込期限…

※期日を過ぎてからの受付はできませんのでご了承ください。

問飯舘村森林組合

医療機関での健診は１２月２８日までです

相双方部、伊達方部の健診期間は

内での健診期間は既に終了していますのでご注意ください。

対象の方には６月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医

療機関での健診案内を同封しています。

今年度、健診をまだ受けていない方はぜひ受診しましょう。

なお、７月に実施した集団健診を受けた方は、同じ健診項目を再度受診するこ

とはできませんのでご注意ください。

≪注意点≫

受診の際に、

必ず医療機関に予約をして受診してください。

問健康福祉課健康係

「健康のためにからだを動かしたい」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

ていますので、ぜひご参加ください。

〇日 時…

       

〇場 所…交流センターふれ愛館

〇内 容…①メタボ予防

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、参加される方は、

し、可能な限りマスクを着用して

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎

 家庭ごみを出す際には、指定のごみ袋を使っているか、また、収集の内

容とは違う種類のごみが混ざっていないかご確認のうえ、ごみステーショ

ンに指定された日の

 なお、農機具や農業用ビニールなどの農業用品、及び廃油やタイヤなど

につきましては、村で処理することができないため収集しません。最寄り

の販売店や専門業者にご相談ください。

問住民課住民係（☎

いいたてクリニックの診療日時

令和 2 年度獣害防護柵の受付終了と設置報告につい
飯舘村営農再開支援事業推進協議会が貸与しているイノシシ・サル等獣

害防護柵の令和

しました。 

電気柵・ワイヤーメッシュ柵を貸与された方は、設置前と設置後の状況

を撮影した写真を貼付して、牧柵設置報告書を農政第二係まで提出してく

ださい。 

○写真付き設置報告書の提出期限…

産業振興課農政第二係（☎

イグネ運搬の受付終了について
環境省事業で伐採したイグネ材の運搬の受付は

ました。 

現在、運搬の確認作業中ですので、申請内容に追加等の変更がある方は、

下記期限までに飯舘村森林組合にご連絡ください。

なお、環境省事業以外で伐採したイグネ材等は対象外ですのでご了承願

います。 

〇申込期限…11

※期日を過ぎてからの受付はできませんのでご了承ください。

飯舘村森林組合

医療機関での健診は１２月２８日までです

相双方部、伊達方部の健診期間は

内での健診期間は既に終了していますのでご注意ください。

対象の方には６月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医

療機関での健診案内を同封しています。

今年度、健診をまだ受けていない方はぜひ受診しましょう。

なお、７月に実施した集団健診を受けた方は、同じ健診項目を再度受診するこ

とはできませんのでご注意ください。

≪注意点≫ 

受診の際に、施設検診受診シール（緑色の用紙）

必ず医療機関に予約をして受診してください。

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」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

すので、ぜひご参加ください。

時…①12

        ④12

所…交流センターふれ愛館

容…①メタボ予防

③熱血教室

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、参加される方は、

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☎

ごみ出しマナーを守りましょう
家庭ごみを出す際には、指定のごみ袋を使っているか、また、収集の内

容とは違う種類のごみが混ざっていないかご確認のうえ、ごみステーショ

ンに指定された日の

なお、農機具や農業用ビニールなどの農業用品、及び廃油やタイヤなど

につきましては、村で処理することができないため収集しません。最寄り

の販売店や専門業者にご相談ください。

住民課住民係（☎

いいたてクリニックの診療日時

年度獣害防護柵の受付終了と設置報告につい
飯舘村営農再開支援事業推進協議会が貸与しているイノシシ・サル等獣

害防護柵の令和 2 年度分申込みは、

電気柵・ワイヤーメッシュ柵を貸与された方は、設置前と設置後の状況

を撮影した写真を貼付して、牧柵設置報告書を農政第二係まで提出してく

○写真付き設置報告書の提出期限…

産業振興課農政第二係（☎

イグネ運搬の受付終了について
環境省事業で伐採したイグネ材の運搬の受付は

現在、運搬の確認作業中ですので、申請内容に追加等の変更がある方は、

下記期限までに飯舘村森林組合にご連絡ください。

なお、環境省事業以外で伐採したイグネ材等は対象外ですのでご了承願

11 月 30 日（月）

※期日を過ぎてからの受付はできませんのでご了承ください。

飯舘村森林組合(☎0244

医療機関での健診は１２月２８日までです

相双方部、伊達方部の健診期間は

内での健診期間は既に終了していますのでご注意ください。

対象の方には６月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医

療機関での健診案内を同封しています。

今年度、健診をまだ受けていない方はぜひ受診しましょう。

なお、７月に実施した集団健診を受けた方は、同じ健診項目を再度受診するこ

とはできませんのでご注意ください。

施設検診受診シール（緑色の用紙）

必ず医療機関に予約をして受診してください。

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」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

すので、ぜひご参加ください。

12 月２日(

12 月 23 日（水）

所…交流センターふれ愛館

容…①メタボ予防

③熱血教室(

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、参加される方は、

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☎

ごみ出しマナーを守りましょう
家庭ごみを出す際には、指定のごみ袋を使っているか、また、収集の内

容とは違う種類のごみが混ざっていないかご確認のうえ、ごみステーショ

ンに指定された日の朝８時

なお、農機具や農業用ビニールなどの農業用品、及び廃油やタイヤなど

につきましては、村で処理することができないため収集しません。最寄り

の販売店や専門業者にご相談ください。

住民課住民係（☎0244

いいたてクリニックの診療日時

年度獣害防護柵の受付終了と設置報告につい
飯舘村営農再開支援事業推進協議会が貸与しているイノシシ・サル等獣

年度分申込みは、

電気柵・ワイヤーメッシュ柵を貸与された方は、設置前と設置後の状況

を撮影した写真を貼付して、牧柵設置報告書を農政第二係まで提出してく

○写真付き設置報告書の提出期限…

産業振興課農政第二係（☎0244

イグネ運搬の受付終了について
環境省事業で伐採したイグネ材の運搬の受付は

現在、運搬の確認作業中ですので、申請内容に追加等の変更がある方は、

下記期限までに飯舘村森林組合にご連絡ください。

なお、環境省事業以外で伐採したイグネ材等は対象外ですのでご了承願

日（月） 
※期日を過ぎてからの受付はできませんのでご了承ください。

0244-42-

医療機関での健診は１２月２８日までです

相双方部、伊達方部の健診期間は

内での健診期間は既に終了していますのでご注意ください。

対象の方には６月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医

療機関での健診案内を同封しています。

今年度、健診をまだ受けていない方はぜひ受診しましょう。

なお、７月に実施した集団健診を受けた方は、同じ健診項目を再度受診するこ

とはできませんのでご注意ください。

施設検診受診シール（緑色の用紙）

必ず医療機関に予約をして受診してください。

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」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

すので、ぜひご参加ください。

(水) ②

日（水） 

所…交流センターふれ愛館

容…①メタボ予防(運動強度：中

(運動強度：強

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、参加される方は、

し、可能な限りマスクを着用して参加してください。

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

ごみ出しマナーを守りましょう
家庭ごみを出す際には、指定のごみ袋を使っているか、また、収集の内

容とは違う種類のごみが混ざっていないかご確認のうえ、ごみステーショ

朝８時まで出してください。

なお、農機具や農業用ビニールなどの農業用品、及び廃油やタイヤなど

につきましては、村で処理することができないため収集しません。最寄り

の販売店や専門業者にご相談ください。

0244-42-1618

いいたてクリニックの診療日時 毎週火・木曜日

年度獣害防護柵の受付終了と設置報告につい
飯舘村営農再開支援事業推進協議会が貸与しているイノシシ・サル等獣

年度分申込みは、10

電気柵・ワイヤーメッシュ柵を貸与された方は、設置前と設置後の状況

を撮影した写真を貼付して、牧柵設置報告書を農政第二係まで提出してく

○写真付き設置報告書の提出期限…令和３年２月

0244-42-

イグネ運搬の受付終了について
環境省事業で伐採したイグネ材の運搬の受付は

現在、運搬の確認作業中ですので、申請内容に追加等の変更がある方は、

下記期限までに飯舘村森林組合にご連絡ください。

なお、環境省事業以外で伐採したイグネ材等は対象外ですのでご了承願

 
※期日を過ぎてからの受付はできませんのでご了承ください。

-0055） 

医療機関での健診は１２月２８日までです

相双方部、伊達方部の健診期間は 12

内での健診期間は既に終了していますのでご注意ください。

対象の方には６月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医

療機関での健診案内を同封しています。

今年度、健診をまだ受けていない方はぜひ受診しましょう。

なお、７月に実施した集団健診を受けた方は、同じ健診項目を再度受診するこ

とはできませんのでご注意ください。 

施設検診受診シール（緑色の用紙）

必ず医療機関に予約をして受診してください。

いちばん館内☎0244

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、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

すので、ぜひご参加ください。

②12 月９日

 午前 10

所…交流センターふれ愛館 

運動強度：中

運動強度：強)

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、参加される方は、

参加してください。

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

ごみ出しマナーを守りましょう
家庭ごみを出す際には、指定のごみ袋を使っているか、また、収集の内

容とは違う種類のごみが混ざっていないかご確認のうえ、ごみステーショ

まで出してください。

なお、農機具や農業用ビニールなどの農業用品、及び廃油やタイヤなど

につきましては、村で処理することができないため収集しません。最寄り

の販売店や専門業者にご相談ください。

1618） 

毎週火・木曜日

 第 952

年度獣害防護柵の受付終了と設置報告につい
飯舘村営農再開支援事業推進協議会が貸与しているイノシシ・サル等獣

10 月 31 日（土）をもちまして、終了

電気柵・ワイヤーメッシュ柵を貸与された方は、設置前と設置後の状況

を撮影した写真を貼付して、牧柵設置報告書を農政第二係まで提出してく

令和３年２月

-1625）

イグネ運搬の受付終了について
環境省事業で伐採したイグネ材の運搬の受付は

現在、運搬の確認作業中ですので、申請内容に追加等の変更がある方は、

下記期限までに飯舘村森林組合にご連絡ください。

なお、環境省事業以外で伐採したイグネ材等は対象外ですのでご了承願

※期日を過ぎてからの受付はできませんのでご了承ください。

 

医療機関での健診は１２月２８日までです

12 月 28

内での健診期間は既に終了していますのでご注意ください。

対象の方には６月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医

療機関での健診案内を同封しています。 

今年度、健診をまだ受けていない方はぜひ受診しましょう。

なお、７月に実施した集団健診を受けた方は、同じ健診項目を再度受診するこ

施設検診受診シール（緑色の用紙）

必ず医療機関に予約をして受診してください。

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、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

すので、ぜひご参加ください。 

月９日(水)

10 時 15

運動強度：中)②関節痛予防

) ④介護予防（運動教室：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、参加される方は、

参加してください。

健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42

ごみ出しマナーを守りましょう
家庭ごみを出す際には、指定のごみ袋を使っているか、また、収集の内

容とは違う種類のごみが混ざっていないかご確認のうえ、ごみステーショ

まで出してください。

なお、農機具や農業用ビニールなどの農業用品、及び廃油やタイヤなど

につきましては、村で処理することができないため収集しません。最寄り

の販売店や専門業者にご相談ください。 

 

毎週火・木曜日

952 号 

年度獣害防護柵の受付終了と設置報告につい
飯舘村営農再開支援事業推進協議会が貸与しているイノシシ・サル等獣

日（土）をもちまして、終了

電気柵・ワイヤーメッシュ柵を貸与された方は、設置前と設置後の状況

を撮影した写真を貼付して、牧柵設置報告書を農政第二係まで提出してく

令和３年２月 28

） 

イグネ運搬の受付終了について
環境省事業で伐採したイグネ材の運搬の受付は 10

現在、運搬の確認作業中ですので、申請内容に追加等の変更がある方は、

下記期限までに飯舘村森林組合にご連絡ください。

なお、環境省事業以外で伐採したイグネ材等は対象外ですのでご了承願

※期日を過ぎてからの受付はできませんのでご了承ください。

医療機関での健診は１２月２８日までです

28 日（月）までです。福島市

内での健診期間は既に終了していますのでご注意ください。

対象の方には６月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医

今年度、健診をまだ受けていない方はぜひ受診しましょう。

なお、７月に実施した集団健診を受けた方は、同じ健診項目を再度受診するこ

施設検診受診シール（緑色の用紙）が必要になります。

必ず医療機関に予約をして受診してください。 

42-1637）

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、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

) ③12

15 分～午前

②関節痛予防

④介護予防（運動教室：弱）

②動きやすい服装 ③運動靴

※新型コロナウイルス感染防止対策のため、参加される方は、

参加してください。 

42－1637

ごみ出しマナーを守りましょう
家庭ごみを出す際には、指定のごみ袋を使っているか、また、収集の内

容とは違う種類のごみが混ざっていないかご確認のうえ、ごみステーショ

まで出してください。 

なお、農機具や農業用ビニールなどの農業用品、及び廃油やタイヤなど

につきましては、村で処理することができないため収集しません。最寄り

毎週火・木曜日 午前８時

 令和２年

年度獣害防護柵の受付終了と設置報告につい
飯舘村営農再開支援事業推進協議会が貸与しているイノシシ・サル等獣

日（土）をもちまして、終了

電気柵・ワイヤーメッシュ柵を貸与された方は、設置前と設置後の状況

を撮影した写真を貼付して、牧柵設置報告書を農政第二係まで提出してく

28 日（日）

イグネ運搬の受付終了について
10 月末を持って終了し

現在、運搬の確認作業中ですので、申請内容に追加等の変更がある方は、

下記期限までに飯舘村森林組合にご連絡ください。 

なお、環境省事業以外で伐採したイグネ材等は対象外ですのでご了承願

※期日を過ぎてからの受付はできませんのでご了承ください。

医療機関での健診は１２月２８日までです

日（月）までです。福島市

内での健診期間は既に終了していますのでご注意ください。

対象の方には６月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医

今年度、健診をまだ受けていない方はぜひ受診しましょう。

なお、７月に実施した集団健診を受けた方は、同じ健診項目を再度受診するこ

が必要になります。

） 

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、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

12 月 16 日

分～午前 11

②関節痛予防(運動強度：弱

④介護予防（運動教室：弱）

③運動靴 

※新型コロナウイルス感染防止対策のため、参加される方は、

1637） 

ごみ出しマナーを守りましょう
家庭ごみを出す際には、指定のごみ袋を使っているか、また、収集の内

容とは違う種類のごみが混ざっていないかご確認のうえ、ごみステーショ

なお、農機具や農業用ビニールなどの農業用品、及び廃油やタイヤなど

につきましては、村で処理することができないため収集しません。最寄り

午前８時 30

令和２年 11 月

年度獣害防護柵の受付終了と設置報告につい
飯舘村営農再開支援事業推進協議会が貸与しているイノシシ・サル等獣

日（土）をもちまして、終了

電気柵・ワイヤーメッシュ柵を貸与された方は、設置前と設置後の状況

を撮影した写真を貼付して、牧柵設置報告書を農政第二係まで提出してく

日（日）  

イグネ運搬の受付終了について  
月末を持って終了し

現在、運搬の確認作業中ですので、申請内容に追加等の変更がある方は、

なお、環境省事業以外で伐採したイグネ材等は対象外ですのでご了承願

※期日を過ぎてからの受付はできませんのでご了承ください。 

医療機関での健診は１２月２８日までです

日（月）までです。福島市

内での健診期間は既に終了していますのでご注意ください。 

対象の方には６月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医

今年度、健診をまだ受けていない方はぜひ受診しましょう。 

なお、７月に実施した集団健診を受けた方は、同じ健診項目を再度受診するこ

が必要になります。

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、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

日(水) 

11 時 45 分

運動強度：弱

④介護予防（運動教室：弱）

 

※新型コロナウイルス感染防止対策のため、参加される方は、体温を測定

ごみ出しマナーを守りましょう 
家庭ごみを出す際には、指定のごみ袋を使っているか、また、収集の内

容とは違う種類のごみが混ざっていないかご確認のうえ、ごみステーショ

なお、農機具や農業用ビニールなどの農業用品、及び廃油やタイヤなど

につきましては、村で処理することができないため収集しません。最寄り

30 分～午後０時

月 20 日

年度獣害防護柵の受付終了と設置報告について  

飯舘村営農再開支援事業推進協議会が貸与しているイノシシ・サル等獣

日（土）をもちまして、終了

電気柵・ワイヤーメッシュ柵を貸与された方は、設置前と設置後の状況

を撮影した写真を貼付して、牧柵設置報告書を農政第二係まで提出してく

月末を持って終了し

現在、運搬の確認作業中ですので、申請内容に追加等の変更がある方は、

なお、環境省事業以外で伐採したイグネ材等は対象外ですのでご了承願

 

日（月）までです。福島市

対象の方には６月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医

なお、７月に実施した集団健診を受けた方は、同じ健診項目を再度受診するこ

が必要になります。 

「健康のためにからだを動かしたい」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

  

分 

運動強度：弱)  

④介護予防（運動教室：弱） 

体温を測定

家庭ごみを出す際には、指定のごみ袋を使っているか、また、収集の内

容とは違う種類のごみが混ざっていないかご確認のうえ、ごみステーショ

なお、農機具や農業用ビニールなどの農業用品、及び廃油やタイヤなど

につきましては、村で処理することができないため収集しません。最寄り

分～午後０時

 

 

 

 

日 

飯舘村営農再開支援事業推進協議会が貸与しているイノシシ・サル等獣

日（土）をもちまして、終了

電気柵・ワイヤーメッシュ柵を貸与された方は、設置前と設置後の状況

を撮影した写真を貼付して、牧柵設置報告書を農政第二係まで提出してく

現在、運搬の確認作業中ですので、申請内容に追加等の変更がある方は、

なお、環境省事業以外で伐採したイグネ材等は対象外ですのでご了承願

日（月）までです。福島市

対象の方には６月末に、集団健診の案内（ピンク色の封筒）と一緒に医

なお、７月に実施した集団健診を受けた方は、同じ健診項目を再度受診するこ

「健康のためにからだを動かしたい」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

体温を測定 

家庭ごみを出す際には、指定のごみ袋を使っているか、また、収集の内

容とは違う種類のごみが混ざっていないかご確認のうえ、ごみステーショ

なお、農機具や農業用ビニールなどの農業用品、及び廃油やタイヤなど

につきましては、村で処理することができないため収集しません。最寄り

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

令和３年の飯舘村成人式対象者の方へ式典等の案内を発送しています。

出欠の報告期限を

ていない方は、準備の都合上、

なお、対象者の方で通知が届いていないという方は、教育委員会生涯学

習課までご連絡をお願いします。

〇日 

   

〇場 

問生涯学習課（ふれ愛館☎

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

え、ご参加ください。

○日 

○場 

問村づくり推進課企画係（☎

飯舘村地上デジタル放送再送信事業について
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。

令和２年度工事分の申込みは工期の都合上

ますので、希望される方は村づくり推進課企画係まで問い合わせください。

なお、本事業の新規申し込みは令和２年度で終了となります。お申し込

みを予定されている方はご注意ください。

問村づくり推進課企画係（☎

子宮がん・骨粗しょう症検診を行います（再掲）
村では、下記の日程で、子宮がん検診、骨粗しょう症検診を行います。

自分の身体のために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう。

〇日  

〇受付時間…午前９時

子宮がん検診対象

①20

※令和元年度未受診の場合は奇数歳の方も受診できます。

骨粗しょう症検診対象

令和２年度に

受診方法…

（１）予約受付後、受診録を郵送します。

（２）

（３）

（４）子宮がん検診を受診される方は、受診当日はできるだけスカートを

※内部被ばく検査も同日に受診できます。

問・申込

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 

○会 

○予 

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

○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

成人式の出欠報告をおねがいします！
令和３年の飯舘村成人式対象者の方へ式典等の案内を発送しています。

出欠の報告期限を

ていない方は、準備の都合上、

なお、対象者の方で通知が届いていないという方は、教育委員会生涯学

習課までご連絡をお願いします。

 時…1

    式典

 所…交流センターふれ愛館

生涯学習課（ふれ愛館☎

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

え、ご参加ください。

 時…12

 所…交流センターふれ愛館

村づくり推進課企画係（☎

飯舘村地上デジタル放送再送信事業について
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。

令和２年度工事分の申込みは工期の都合上

ますので、希望される方は村づくり推進課企画係まで問い合わせください。

なお、本事業の新規申し込みは令和２年度で終了となります。お申し込

みを予定されている方はご注意ください。

村づくり推進課企画係（☎

子宮がん・骨粗しょう症検診を行います（再掲）
村では、下記の日程で、子宮がん検診、骨粗しょう症検診を行います。

自分の身体のために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう。

  程…

〇受付時間…午前９時

子宮がん検診対象

歳以上の女性の方、②

※令和元年度未受診の場合は奇数歳の方も受診できます。

骨粗しょう症検診対象

令和２年度に

受診方法…12

（１）予約受付後、受診録を郵送します。

（２）予約無しでは受診できません。

（３）今年度すでに医療機関で受診している方は受診できません。

（４）子宮がん検診を受診される方は、受診当日はできるだけスカートを

はいてきていただくか、ご持参ください。

※内部被ばく検査も同日に受診できます。

問・申込健康福祉課健康係（いちばん館内☎

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。

 時…12

 場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家）

 約…12

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

○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（受付は午前８時

成人式の出欠報告をおねがいします！
令和３年の飯舘村成人式対象者の方へ式典等の案内を発送しています。

出欠の報告期限を 11

ていない方は、準備の都合上、

なお、対象者の方で通知が届いていないという方は、教育委員会生涯学

習課までご連絡をお願いします。

1 月 10

式典 午後１時

所…交流センターふれ愛館

生涯学習課（ふれ愛館☎

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

え、ご参加ください。

12 月３日（木）、

所…交流センターふれ愛館

村づくり推進課企画係（☎

飯舘村地上デジタル放送再送信事業について
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。

令和２年度工事分の申込みは工期の都合上

ますので、希望される方は村づくり推進課企画係まで問い合わせください。

なお、本事業の新規申し込みは令和２年度で終了となります。お申し込

みを予定されている方はご注意ください。

村づくり推進課企画係（☎

子宮がん・骨粗しょう症検診を行います（再掲）
村では、下記の日程で、子宮がん検診、骨粗しょう症検診を行います。

自分の身体のために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう。

程…12 月

〇受付時間…午前９時

子宮がん検診対象 下記①、②の両方を満たす方。

歳以上の女性の方、②

※令和元年度未受診の場合は奇数歳の方も受診できます。

骨粗しょう症検診対象

令和２年度に 30、

12 月７日（月）までに健康係まで電話で予約をしてください。

（１）予約受付後、受診録を郵送します。

予約無しでは受診できません。

今年度すでに医療機関で受診している方は受診できません。

（４）子宮がん検診を受診される方は、受診当日はできるだけスカートを

はいてきていただくか、ご持参ください。

※内部被ばく検査も同日に受診できます。

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

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。

12 月 18

場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家）

12 月 15

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

○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（受付は午前８時

成人式の出欠報告をおねがいします！
令和３年の飯舘村成人式対象者の方へ式典等の案内を発送しています。

11 月 25

ていない方は、準備の都合上、

なお、対象者の方で通知が届いていないという方は、教育委員会生涯学

習課までご連絡をお願いします。

10 日(日) 

午後１時 30

所…交流センターふれ愛館

生涯学習課（ふれ愛館☎

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

え、ご参加ください。 

月３日（木）、

所…交流センターふれ愛館

村づくり推進課企画係（☎

飯舘村地上デジタル放送再送信事業について
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。

令和２年度工事分の申込みは工期の都合上

ますので、希望される方は村づくり推進課企画係まで問い合わせください。

なお、本事業の新規申し込みは令和２年度で終了となります。お申し込

みを予定されている方はご注意ください。

村づくり推進課企画係（☎

子宮がん・骨粗しょう症検診を行います（再掲）
村では、下記の日程で、子宮がん検診、骨粗しょう症検診を行います。

自分の身体のために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう。

月 15 日（火）

〇受付時間…午前９時 15 分～午前

下記①、②の両方を満たす方。

歳以上の女性の方、②

※令和元年度未受診の場合は奇数歳の方も受診できます。

骨粗しょう症検診対象 

、35、40

月７日（月）までに健康係まで電話で予約をしてください。

（１）予約受付後、受診録を郵送します。

予約無しでは受診できません。

今年度すでに医療機関で受診している方は受診できません。

（４）子宮がん検診を受診される方は、受診当日はできるだけスカートを

はいてきていただくか、ご持参ください。

※内部被ばく検査も同日に受診できます。

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

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。

18 日（金）

場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家）

15 日（火）まで

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

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。

分（受付は午前８時 30 分～午前

成人式の出欠報告をおねがいします！
令和３年の飯舘村成人式対象者の方へ式典等の案内を発送しています。

25 日（水）

ていない方は、準備の都合上、期限までに必ず

なお、対象者の方で通知が届いていないという方は、教育委員会生涯学

習課までご連絡をお願いします。

 

30 分～午後３時

所…交流センターふれ愛館

生涯学習課（ふれ愛館☎0244-42

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

月３日（木）、14 日（月）、

所…交流センターふれ愛館

村づくり推進課企画係（☎0244

飯舘村地上デジタル放送再送信事業について
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。

令和２年度工事分の申込みは工期の都合上

ますので、希望される方は村づくり推進課企画係まで問い合わせください。

なお、本事業の新規申し込みは令和２年度で終了となります。お申し込

みを予定されている方はご注意ください。

村づくり推進課企画係（☎0244

子宮がん・骨粗しょう症検診を行います（再掲）
村では、下記の日程で、子宮がん検診、骨粗しょう症検診を行います。

自分の身体のために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう。

日（火）  〇会場…いちばん館

分～午前

下記①、②の両方を満たす方。

歳以上の女性の方、②20 歳、

※令和元年度未受診の場合は奇数歳の方も受診できます。

40、45、50

月７日（月）までに健康係まで電話で予約をしてください。

（１）予約受付後、受診録を郵送します。

予約無しでは受診できません。

今年度すでに医療機関で受診している方は受診できません。

（４）子宮がん検診を受診される方は、受診当日はできるだけスカートを

はいてきていただくか、ご持参ください。

※内部被ばく検査も同日に受診できます。

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

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（金） 午後

場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家）

日（火）まで村社会福祉協議会に申込みください。

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

月 の 

    ５期  

   ５期  

後期高齢者医療保険料  ４期  

納期限までに忘れずに納めましょう。

分～午前

   

成人式の出欠報告をおねがいします！
令和３年の飯舘村成人式対象者の方へ式典等の案内を発送しています。

日（水）としています。まだ出欠はがきを出し

期限までに必ず

なお、対象者の方で通知が届いていないという方は、教育委員会生涯学

習課までご連絡をお願いします。 

分～午後３時

所…交流センターふれ愛館 ホール

42-0072）

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

日（月）、22

所…交流センターふれ愛館 

0244-42-1613

飯舘村地上デジタル放送再送信事業について
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。

令和２年度工事分の申込みは工期の都合上

ますので、希望される方は村づくり推進課企画係まで問い合わせください。

なお、本事業の新規申し込みは令和２年度で終了となります。お申し込

みを予定されている方はご注意ください。

0244-42-1613

子宮がん・骨粗しょう症検診を行います（再掲）
村では、下記の日程で、子宮がん検診、骨粗しょう症検診を行います。

自分の身体のために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう。

〇会場…いちばん館

分～午前 10 時

下記①、②の両方を満たす方。

歳、22 歳など偶数歳の方

※令和元年度未受診の場合は奇数歳の方も受診できます。

50、55、

月７日（月）までに健康係まで電話で予約をしてください。

（１）予約受付後、受診録を郵送します。

予約無しでは受診できません。 

今年度すでに医療機関で受診している方は受診できません。

（４）子宮がん検診を受診される方は、受診当日はできるだけスカートを

はいてきていただくか、ご持参ください。

※内部被ばく検査も同日に受診できます。

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

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。

午後 1 時 15

場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家）

村社会福祉協議会に申込みください。

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

 納 め

  11 月

  11 月

  11 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

 

成人式の出欠報告をおねがいします！
令和３年の飯舘村成人式対象者の方へ式典等の案内を発送しています。

としています。まだ出欠はがきを出し

期限までに必ず返送ください。

なお、対象者の方で通知が届いていないという方は、教育委員会生涯学

分～午後３時(予定

ホール 

） 

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

22 日（火）

1613） 

飯舘村地上デジタル放送再送信事業について
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。

令和２年度工事分の申込みは工期の都合上 11

ますので、希望される方は村づくり推進課企画係まで問い合わせください。

なお、本事業の新規申し込みは令和２年度で終了となります。お申し込

みを予定されている方はご注意ください。 

1613） 

子宮がん・骨粗しょう症検診を行います（再掲）
村では、下記の日程で、子宮がん検診、骨粗しょう症検診を行います。

自分の身体のために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう。

〇会場…いちばん館

時 15 分 

下記①、②の両方を満たす方。

歳など偶数歳の方

※令和元年度未受診の場合は奇数歳の方も受診できます。

、60、65

月７日（月）までに健康係まで電話で予約をしてください。

（１）予約受付後、受診録を郵送します。 

今年度すでに医療機関で受診している方は受診できません。

（４）子宮がん検診を受診される方は、受診当日はできるだけスカートを

はいてきていただくか、ご持参ください。

※内部被ばく検査も同日に受診できます。 

健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244

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。

15 分～午後３時

場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家）

村社会福祉協議会に申込みください。

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-

め も 

月 30 日（月）

月 30 日（月）

月 30 日（月）

便利な口座振替をご利用ください

30 分）☎

成人式の出欠報告をおねがいします！
令和３年の飯舘村成人式対象者の方へ式典等の案内を発送しています。

としています。まだ出欠はがきを出し

返送ください。

なお、対象者の方で通知が届いていないという方は、教育委員会生涯学

予定) 

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

日（火） 午後 1 時

飯舘村地上デジタル放送再送信事業について
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。

11 月 30

ますので、希望される方は村づくり推進課企画係まで問い合わせください。

なお、本事業の新規申し込みは令和２年度で終了となります。お申し込

子宮がん・骨粗しょう症検診を行います（再掲）
村では、下記の日程で、子宮がん検診、骨粗しょう症検診を行います。

自分の身体のために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう。

〇会場…いちばん館 

  

下記①、②の両方を満たす方。 

歳など偶数歳の方

※令和元年度未受診の場合は奇数歳の方も受診できます。

65、70 歳となる女性の方。

月７日（月）までに健康係まで電話で予約をしてください。

今年度すでに医療機関で受診している方は受診できません。

（４）子宮がん検診を受診される方は、受診当日はできるだけスカートを

はいてきていただくか、ご持参ください。 

0244-42-1637

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。

分～午後３時

場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家） 

村社会福祉協議会に申込みください。

-42-1021

 の 

日（月） 

日（月） 

日（月） 

便利な口座振替をご利用ください

分）☎0244-

成人式の出欠報告をおねがいします！
令和３年の飯舘村成人式対象者の方へ式典等の案内を発送しています。

としています。まだ出欠はがきを出し

返送ください。

なお、対象者の方で通知が届いていないという方は、教育委員会生涯学

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

時 30 分～午後

飯舘村地上デジタル放送再送信事業について
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。

30 日（月）までとなり

ますので、希望される方は村づくり推進課企画係まで問い合わせください。

なお、本事業の新規申し込みは令和２年度で終了となります。お申し込

子宮がん・骨粗しょう症検診を行います（再掲）
村では、下記の日程で、子宮がん検診、骨粗しょう症検診を行います。

自分の身体のために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう。

歳など偶数歳の方 

※令和元年度未受診の場合は奇数歳の方も受診できます。 

歳となる女性の方。

月７日（月）までに健康係まで電話で予約をしてください。

今年度すでに医療機関で受診している方は受診できません。

（４）子宮がん検診を受診される方は、受診当日はできるだけスカートを

1637） 

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。

分～午後３時 

村社会福祉協議会に申込みください。

1021） 

便利な口座振替をご利用ください

-68-2277

成人式の出欠報告をおねがいします！ 
令和３年の飯舘村成人式対象者の方へ式典等の案内を発送しています。

としています。まだ出欠はがきを出し

返送ください。 

なお、対象者の方で通知が届いていないという方は、教育委員会生涯学

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

分～午後 3 時 30

飯舘村地上デジタル放送再送信事業について
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。 

までとなり

ますので、希望される方は村づくり推進課企画係まで問い合わせください。

なお、本事業の新規申し込みは令和２年度で終了となります。お申し込

子宮がん・骨粗しょう症検診を行います（再掲）
村では、下記の日程で、子宮がん検診、骨粗しょう症検診を行います。

自分の身体のために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう。

歳となる女性の方。

月７日（月）までに健康係まで電話で予約をしてください。 

今年度すでに医療機関で受診している方は受診できません。 

（４）子宮がん検診を受診される方は、受診当日はできるだけスカートを

 

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。

村社会福祉協議会に申込みください。

便利な口座振替をご利用ください

2277 

令和３年の飯舘村成人式対象者の方へ式典等の案内を発送しています。

としています。まだ出欠はがきを出し

なお、対象者の方で通知が届いていないという方は、教育委員会生涯学

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

30 分 

飯舘村地上デジタル放送再送信事業について  

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）

までとなり

ますので、希望される方は村づくり推進課企画係まで問い合わせください。 

なお、本事業の新規申し込みは令和２年度で終了となります。お申し込

子宮がん・骨粗しょう症検診を行います（再掲）  

村では、下記の日程で、子宮がん検診、骨粗しょう症検診を行います。 

自分の身体のために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう。 

歳となる女性の方。 

（４）子宮がん検診を受診される方は、受診当日はできるだけスカートを

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。 

村社会福祉協議会に申込みください。 

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 ０ - - - 

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 
11 月６日（晴） 10 月 15 日（晴） 

１ｍ １cｍ １ｍ １㎝ 

１ 草野字大谷地地内 0.22 0.22 0.20 0.25 

２ 深谷字原前地内 0.34 0.39 0.35 0.37 

３ 伊丹沢字山田地内 0.29 0.29 0.28 0.25 

４ 関沢字中頃地内 0.21 0.18 0.19 0.18 

５ 小宮字曲田地内 0.36 0.37 0.34 0.36 

６ 八木沢字上八木沢地内 0.33 0.35 0.36 0.33 

７ 大倉字湯舟地内 0.20 0.21 0.18 0.24 

８ 佐須字佐須地内 0.24 0.22 0.23 0.22 

９ 草野字柏塚地内 0.14 0.15 0.15 0.15 

10 飯樋字下桶地内地内 0.27 0.26 0.27 0.28 

11 飯樋字一ノ関地内 0.23 0.25 0.26 0.25 

12 飯樋字笠石地内 0.21 0.20 0.21 0.20 

13 飯樋字原地内 0.34 0.35 0.44 0.55 

14 比曽字比曽地内 0.22 0.21 0.23 0.22 

15※ 長泥字長泥地内 1.58 2.10 1.95 2.20 

16 蕨平字木戸地内 0.41 0.34 0.39 0.33 

17 松塚字神田地内 0.17 0.18 0.15 0.14 

18 臼石字町地内 0.36 0.36 0.36 0.35 

19 前田字福田地内 0.35 0.33 0.33 0.30 

20 二枚橋字町地内 0.28 0.32 0.25 0.27 

【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６日（晴） 10 月 15 日 

１ｍ １cm １ｍ １㎝ 

１ 草野字大師堂地内 0.15 0.16 0.16 0.18 

２ 深谷字大森地内 0.22 0.24 0.20 0.27 

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 0.20 0.21 0.24 0.23 

５ 小宮字曲田地内 0.27 0.22 0.24 0.22 

６ 芦原白金地内 0.16 0.16 0.14 0.16 

７ 大倉字大倉地内 0.08 0.09 0.10 0.10 

８ 佐須字虎捕地内 0.21 0.20 0.23 0.21 

９ 草野字大坂地内 0.19 0.16 0.18 0.17 

10 飯樋字町地内 0.22 0.23 0.20 0.21 

11 飯樋字割木地内 0.19 0.17 0.16 0.16 

12 飯樋字笠石地内 0.19 0.19 0.19 0.18 

13 飯樋字宮仲地内 0.09 0.09 0.09 0.10 

14 比曽字中比曽地内 0.17 0.15 0.17 0.16 

15※ 長泥字曲田地内 0.60 0.53 0.60 0.55 

16 蕨平字蕨平地内 0.35 0.35 0.34 0.42 

17 関根字押木内地内 0.14 0.14 0.15 0.14 

18 臼石字菅田地内 0.18 0.19 0.17 0.15 

19 前田字古今明地内 0.19 0.18 0.20 0.18 

20 須萱字水上地内 0.10 0.11 0.11 0.10 

「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。皆さ

んの参加をお待ちしています。 

※新型コロナウイルス感染防止対策のため、当日はマスクの着用、検温、 

手指のアルコール消毒にご協力ください。また、当日体調のすぐれない方 

は、参加を控えるようお願いいたします 

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

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家族

を自宅で介護している方を対象に、介護者の交流と研修を通して心身のリ

フレッシュを図り、よりよい介護のあり方を学ぶ機会とします。気軽にご

参加ください。 

○日 時…12 月 16 日（水） 午前 10 時 30 分～午後１時 30 分 

○場 所…いちばん館 ○内 容…フラワーアレンジメント教室 

〇参加費…無料 

○申込み…12 月 11 日（金）まで飯舘村サポートセンター「つながっぺ」ま

でお申し込みください。 

問飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（☎0244-26-5207） 

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。※予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。 

〇日 時…12 月８日(火) 午後１時～午後４時 

〇会 場…交流センターふれ愛館 

〇予 約…12 月７日(月)まで福島県司法書士会に申込みください。 

問福島県司法書士会事務局（☎024-534-7502） 

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 

12 月１日（火）、８日（火） 午後１時 15 分～午後３時 川俣町中央公民館 

12 月 15 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） 

唄と踊りのチャリティーショー 
 征人ミュージック・オフィスと日本舞踊 藤華新流 澄美れ会では、歌と

踊りのチャリティーショーを行います。 

〇日 時…12 月６日（日）  開場 午前 10 時  開演 午前 10 時 30 分 

〇場 所…交流センターふれ愛館 〇入場料…無料 

 また、当日の出演者も大募集中です！出演希望の方は、11 月 25 日（水）

までに下記まで申込みください。出演料については、諸団体等に寄付をす

る予定です。 

〇出演料 

①カラオケ（フルコーラス） ひとり 2,000 円 ※おにぎり、お茶付 

②舞踊           ひとり 2,000 円 ※おにぎり、お茶付 

申込・問藤華新流 澄美れ会 高野（☎080-1677-8739） 

        電話・FAX 兼用（☎0244-43-2403） 

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８日（火） 午前 10 時  

○場 所…永井川集会所（福島市）  〇参加費…500 円 

○内 容…プレクリスマスビンゴ大会！ 

 参加の方は、12 月４日（金）までに下記へ申込みください。 

申込・問代表世話人 佐藤俊雄（☎090-4885-9266） 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 

検出 

最大値 
採取地 

クリ 25 21 482Bq/㎏ 蕨平 他 

イノハナ 83 83 71,566Bq/㎏ 草野 他 

シメジ 7 6 1,964Bq/㎏ 関沢 他 

サツマイモ 7 0 - 宮内 他 

日程 時 間 場 所 会 費 

12 月 16 日（水） 午前 10 時

～  

11 時 30 分 

福島市 

杉妻学習センター 
200 円 

12 月 25 日（金） 


