
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 

年 末 年 始 の 役 場 業 務 に つ い て 
12 月 29 日（火）から１月３日（日）まで休みになります 

 役場の業務は 12 月 29 日（火）から１月３日（日）まで休みになります

ので、必要な手続きは早めに済ませましょう。 

ただし、出生・婚姻などの戸籍関係届出、埋葬や火葬申請は休み中も受

け付けます。（午前８時 30 分～午後５時 15 分） 

問総務課総務係（☎0244-42-1611） 

年末年始のごみの収集について 
 飯舘クリアセンターは、12 月 28 日（月）から１月３日（日）まで

可燃ごみの収集を休止します。ご迷惑をおかけしますが、ご留意の上、

休止日の前後に集積所へのごみ出しをお願いします。 

問住民課住民係（☎0244-42-1618） 

 

 

 

 

 

 

 

第 953 号 令和２年 12 月５日 

新型コロナウイルス感染症対策をとりましょう！ 
  新型コロナウイルスはインフルエンザと同様に「気温が低い」「湿度

が低い」環境で感染が広がりやすいので、次のことに注意して感染を

予防しましょう。 

①これまでの感染症対策を続けましょう。 

  マスクの着用、咳エチケットや手洗い、３密を避けるなどの対策を

継続しましょう。 

②室内の換気をしましょう。 

 換気扇を使う、窓を開けるなどで新鮮な空気を入れましょう。 

③室内の湿度を保ちましょう。 

  乾燥するとウイルスの生存時間が長くなり、感染の危険が高まりま

す。室温 18℃以上、湿度 40 パーセント以上を目安にしましょう。県

では感染の危険が高まる５つの場面として次の事例を挙げています。 

①飲酒を伴う懇親会等 ②大人数や長時間に及ぶ飲食 ③マスクなしでの会話  

④狭い空間での共同生活 ⑤居場所の切り替わり 

  ひとりひとりの注意で感染を予防しましょう。ただ、どんなに注意

をしていても感染の危険はあります。誰にでも感染する可能性があり

ますから、感染した人の誹謗中傷は行わないようにしましょう。 

新 型 コロナウイルス感 染 症 相 談 窓 口  症 状 がある方 へ 
 風邪のような症状、発熱、強いだるさ、息苦しさなど感染症が疑われ

る症状がある方は、まずは電話で、かかりつけ医や身近な医療機関にご相談

ください。どこに相談してよいか分からない方や夜間・休日に急に症状が

悪化した場合は下記の受診相談センターにご相談ください。 

受診相談センター（☎0120-567-747）毎日 24 時間対応 

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1637） 

第２回新型コロナウイルス感染症予防給付金 
 村では、９月に引き続き新型コロナウイルス感染症対策として、マスクや消

毒液、加湿器などの感染予防衛生資材等の購入に活用していただくため、村

民 1 人につき 1 万円を給付します。令和２年 12 月１日現在の世帯主の方

に通知書を送付しますので、ご不明な点はお問い合わせください。 

〇給付対象者…令和２年 12 月１日（火）時点で、村の住民基本台帳に登録されている方  

〇給 付 額…世帯構成員１人につき 1 万円 

〇給 付 方 法 …第１回新型コロナウイルス感染症予防給付金を給付した

世帯主の口座へ通知書に記載の額を振り込みます。 

※世帯主変更や転入等で新たに申請が必要な方には、別途関係書類を送付します。  

〇給付予定日…12 月 24 日（木） ※口座振込のみ 

問住民課住民係（☎0244-42-1618）

「いいたて新春村民のつどい」中止について  
 本年のいいたて新春村民のつどいは、新型コロナウイルス感染拡大防

止対策のため、中止とします。楽しみにしていただいていた皆様には申

し訳ございませんが、ご理解いただきますようお願いいたします。 

 なお、毎年実施しておりました「いいたて 10 大ニュース」につきまし

ては、集会以外の方法で実施予定です。 

問村づくり推進課企画係（☎0244-42-1613） 

上下水道メーター検針および使用料金請求月変更のお知らせ 

 上下水道メーター検針が奇数月から偶数月に変更となります。それに

伴い、上下水道料金納付期限は偶数月から奇数月に変更となります。 

令和３年２月に１か月分のメーター検針を行い、以降のメーター検針は

２か月ごととなりますので、お願いします。 

問建設課建設管理係（☎0244-42-1624） 

ご自宅の水道管の凍結にご注意ください  

 冬期間は、水道管の凍結による破裂・漏水が多発します。水道管の凍

結防止を行い、漏水が起こらないようお気を付けください。 

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、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（元栓止水）を依頼する場合は、住宅内の水抜き・ 

漏水の有無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。 

問建設課建設管理係（☎0244-42-1624） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。どなたでも、傍聴できま

すが、新型コロナウイルス感染症防止のため、体調のすぐれない方は傍

聴をお控えいただきますようお願いいたします。 

〇12 月 11 日（金）午前 10 時～‥‥‥‥‥‥‥ 開会 

〇12 月 15 日（火）～16 日（水）午前 10 時～‥一般質問 

〇12 月 18 日（金）午前 10 時～‥‥‥‥‥‥‥ 議案審議・閉会 

○場   所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥飯舘村役場２階議場 

議会中継と配信について 

 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れます。ぜひご利用ください。 

○議会中継インターネット URL 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。 

 過去に開催された本会議及び各委員会の映像の配信も始まりました。

令和２年９月定例会以降の映像となります。 

視聴方法については、村ホームページのトップ画面から、「飯舘村議会」

のバナーをクリックし、注意事項等をご確認の上、ご視聴ください。 

問飯舘村議会事務局（☎0244-42-1628） 

あなただけの自分史づくりを応援します！ 

 村では、これまで大切に歩んできた自分や夫婦の人生を、自分のため、

家族のために本にする方を支援します。まずは、お問い合わせください。 

○対 象 者…①村民であること ②年齢が 70 代以降の方 

〇補助要件…民間の出版社や印刷会社などを活用して作成する自分史づ

くりにかかる経費（例：15 冊程度で約 30 万円）の一部を

村が補助します。（補助上限 10 万円） 

○募集人数…２名（応募多数の場合は、抽選となります。ご了承ください）  

○募集期間…12 月７日（月）～12 月 25 日（金） 

○申請方法…電話での申込みになります。詳しくは、生涯学習課へお問

い合わせください。 

問生涯学習課（ふれ愛館☎0244-42-0072） 

村税等の納付に便利な口座振替のご利用を 
 村では、村税等の納付が便利な口座振替のご利用を推進しています。 

①便利！納期ごとにコンビニや金融機関に出向く必要がありません。 

②確実！うっかり納め忘れの心配がありません。 

③安心！現金を持ち歩く必要がありません。 

口座振替申請は、対象税目・料金の納付期限１か月前までに、村内の

金融機関に通帳及び通帳届出印を持参の上、手続きをしていただきます

ようお願いいたします。 

不明な点などありましたら税務係までお問い合わせください。 

問住民課税務係（☎0244-42-1615） 

【日常生活支援事業】雪かき支援について 

村社会福祉協議会では、除雪等のニーズが多くなるこれからの時期、

村内で自力で除雪が困難な 65 歳以上の高齢者（ひとり暮らし高齢者や高

齢者世帯）や障がい者世帯等を対象とし、雪かき支援を下記のとおり実

施しますので、ご利用ください。 

また、除雪ボランティアも募集しています。詳細は、村社会福祉協議会ま

でお問い合わせください。 

○15 センチ以上の降雪時 ○昇口及び道路の寄せ雪、庭（玄関先）雪かき 

〇利用料は、１回あたり 300 円  

※事前登録が必要ですが、状況に応じて対応しますのでご相談ください。 

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

 



い い た て 福 祉 会 職 員 募

○勤務条件等

○基本給

○受付期間…随時受け付け

○

※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 
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【宅地】（地上から１
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募集職種

介護士 

介護員 パー

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、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

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

（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

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１

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

（地上から１m 及び１

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）、

正職（月額 144,400

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 月１万円支給

○受付期間…随時受け付け 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。

単位は全て㍃シーベルト/時です。

及び１cm

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 

伊丹沢字山田地内 

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）

…通勤手当、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。※は除染未実施分です。

cm の高さで測定）

11 月

１ｍ

 0.22

0.38

 0.30

0.17

0.35

 0.29

0.17

0.23

0.14

 0.31

 0.23

0.20

0.34

0.23

1.50

0.39

0.14

0.36

0.32

0.28

cm の高さで測定）

11 月

１ｍ

 0.15

0.22

 0.13

0.21

0.23

0.16

0.09

0.21

0.17

0.20

0.17

0.20

0.09

 0.17

0.62

0.36

 0.14

0.19

 0.21

0.11

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）

…通勤手当、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 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 19 日（晴）

１ｍ １

0.22 0.25

0.38 0.40

0.30 0.34

0.17 0.16

0.35 0.37

0.29 0.32

0.17 0.19

0.23 0.22

0.14 0.15

0.31 0.30

0.23 0.27

0.20 0.19

0.34 0.37

0.23 0.25

1.50 1.95

0.39 0.37

0.14 0.14

0.36 0.37

0.32 0.30

0.28 0.31

の高さで測定）

月 19 日（晴）

１ｍ １

0.15 0.16

0.22 0.26

0.13 0.14

0.21 0.24

0.23 0.22

0.16 0.16

0.09 0.11

0.21 0.21

0.17 0.18

0.20 0.21

0.17 0.17

0.20 0.18

0.09 0.10

0.17 0.16

0.62 0.52

0.36 0.38

0.14 0.13

0.19 0.19

0.21 0.18

0.11 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、正職登用有

…通勤手当、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。

※は除染未実施分です。

の高さで測定） 

日（晴） 

１cｍ 

0.25 

0.40 

0.34 

0.16 

0.37 

0.32 

0.19 

0.22 

0.15 

0.30 

0.27 

0.19 

0.37 

0.25 

1.95 

0.37 

0.14 

0.37 

0.30 

0.31 

の高さで測定） 

日（晴） 11

１cm 

0.16 

0.26 

0.14 

0.24 

0.22 

0.16 

0.11 

0.21 

0.18 

0.21 

0.17 

0.18 

0.10 

0.16 

0.52 

0.38 

0.13 

0.19 

0.18 

0.12 

採用人員 勤務先

５名 いいたて

ホーム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、正職登用有

…通勤手当、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。

※は除染未実施分です。

11 月６日（晴）

１ｍ 

0.22 

0.34 

0.29 

0.21 

0.36 

0.33 

0.20 

0.24 

0.14 

0.27 

0.23 

0.21 

0.34 

0.22 

1.58 

0.41 

0.17 

0.36 

0.35 

0.28 

11 月６日（晴）

１ｍ 

0.15 

0.22 

0.11 

0.20 

0.27 

0.16 

0.08 

0.21 

0.19 

0.22 

0.19 

0.19 

0.09 

0.17 

0.60 

0.35 

0.14 

0.18 

0.19 

0.10 

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、正職登用有

…通勤手当、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。

※は除染未実施分です。 

月６日（晴）

 １cｍ

 0.22

 0.39

 0.29

 0.18

 0.37

 0.35

 0.21

 0.22

 0.15

 0.26

 0.25

 0.20

 0.35

 0.21

 2.10

 0.34

 0.18

 0.36

 0.33

 0.32

月６日（晴）

 １cm

 0.16

 0.24

 0.12

 0.21

 0.22

 0.16

 0.09

 0.20

 0.16

 0.23

 0.17

 0.19

 0.09

 0.15

 0.53

 0.35

 0.14

 0.19

 0.18

 0.11

 年齢

いいたて

 

20 歳以

18 歳以

社会保険加入 

 

※資格不問、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。

月６日（晴） 

ｍ 

0.22 

0.39 

0.29 

0.18 

0.37 

0.35 

0.21 

0.22 

0.15 

0.26 

0.25 

0.20 

0.35 

0.21 

2.10 

0.34 

0.18 

0.36 

0.33 

0.32 

月６日（晴） 

cm 

0.16 

0.24 

0.12 

0.21 

0.22 

0.16 

0.09 

0.20 

0.16 

0.23 

0.17 

0.19 

0.09 

0.15 

0.53 

0.35 

0.14 

0.19 

0.18 

0.11 

年齢 

歳以上 

歳以上 

 

 

 

 

プレミアム付商品券販売ブース設置について
飯舘村商工会では、いいたて村の道の駅までい館のイルミネーション

点灯開始日にいいたてプレミアム付商品券が利用できる販売店ブースお

よびプレミアム付商品券販売ブースを設置します。

当日は、いいたて村の道の駅までい館の営業時間が午後７時までとな

りますので、ぜひお立ち寄りください。

○日 

○場 

○その他…数量限定のふるまいを準備しています

・会場では、いいたてプレミアム付商品券購入者・使用者証をお持ちの

方のみプレミアム付商品券が購入できます。

・いいたてプレミアム付商品券は１月

・１月

にお願いいたします。

飯舘村商工会では、毎年のイルミネーションに加えてキャンドルナイ

トを開催します。キャンドルアーティスト・キャンドルジュンさんによ

る演出や、商品券取扱事業所ブースなどがありますのでぜひお越しくだ

さい。

〇日時場所…

問飯舘村商工会・青年部事務局（☎

南相馬市飯舘同窓会では、グラウンドゴルフ練習会を開催します。ど

なたでも参加自由ですのでふるってご参加ください。

○日程…

○会場…南相馬市原町区仲町河川敷

詳細については同窓会までお問い合わせください。

問南相馬市飯舘同窓会長

「作って楽しい」「見て可愛い」「食べて美味しい」飾り巻き寿司の作り

方を、皆さんと一緒に覚え

楽しめますよ

〇日 

〇開催場所

○講 

〇定 

〇準備物

〇申 

問・申込

 飯舘村森林組合職員では、職員・作業員を募集します。

〇募集職種…職員（林業全般）

      

〇勤 務

〇賃 金

〇応募方法…履歴書を組合（臼石）事務所に提出してください。後日、

問飯舘村森林組合（☎

福島交通
村と福島交通

の補助金を活用したグリーンスローモビリティ実証事業を実施していま

す。その一環として、

ることになりました。

が届きますので、回答についてご協力をお願いいたします。

○実施主体…村、福島交通

○内  

問福島交通

プレミアム付商品券販売ブース設置について
飯舘村商工会では、いいたて村の道の駅までい館のイルミネーション

点灯開始日にいいたてプレミアム付商品券が利用できる販売店ブースお

よびプレミアム付商品券販売ブースを設置します。

当日は、いいたて村の道の駅までい館の営業時間が午後７時までとな

りますので、ぜひお立ち寄りください。

 時…12

 所…いいたて村の道の駅までい館

○その他…数量限定のふるまいを準備しています

・会場では、いいたてプレミアム付商品券購入者・使用者証をお持ちの

方のみプレミアム付商品券が購入できます。

・いいたてプレミアム付商品券は１月

・１月 31 日（日）を超えての利用は無効となりますのでご利用はお早め

にお願いいたします。

飯舘村商工会では、毎年のイルミネーションに加えてキャンドルナイ

トを開催します。キャンドルアーティスト・キャンドルジュンさんによ

る演出や、商品券取扱事業所ブースなどがありますのでぜひお越しくだ

さい。 

〇日時場所…12

12

飯舘村商工会・青年部事務局（☎

グラウンドゴルフ練習会を開催します
南相馬市飯舘同窓会では、グラウンドゴルフ練習会を開催します。ど

なたでも参加自由ですのでふるってご参加ください。

○日程…12 月

○会場…南相馬市原町区仲町河川敷

詳細については同窓会までお問い合わせください。

南相馬市飯舘同窓会長

「作って楽しい」「見て可愛い」「食べて美味しい」飾り巻き寿司の作り

方を、皆さんと一緒に覚え

楽しめますよ!

 時…12

開催場所…吉井田学習センター

 師…飾り巻き寿司マスターインストラクター

 員…７名（先着順）

〇準備物…マスク、三角巾、エプロン

 込…12

問・申込いいたてネットワーク

飯舘村森林組合職員・作業員募集
飯舘村森林組合職員では、職員・作業員を募集します。

〇募集職種…職員（林業全般）

      作業員（車両系オペ、伐採、刈払有資格者）

務 地…飯舘村森林組合

金 等…森林組合規定によります。

〇応募方法…履歴書を組合（臼石）事務所に提出してください。後日、

面接の日程をお知らせします。

飯舘村森林組合（☎

福島交通
村と福島交通

の補助金を活用したグリーンスローモビリティ実証事業を実施していま

す。その一環として、

ることになりました。

が届きますので、回答についてご協力をお願いいたします。

○実施主体…村、福島交通

  容…実証事業及び公共交通に関するアンケート

福島交通(株

プレミアム付商品券販売ブース設置について
飯舘村商工会では、いいたて村の道の駅までい館のイルミネーション

点灯開始日にいいたてプレミアム付商品券が利用できる販売店ブースお

よびプレミアム付商品券販売ブースを設置します。

当日は、いいたて村の道の駅までい館の営業時間が午後７時までとな

りますので、ぜひお立ち寄りください。

12 月 12

所…いいたて村の道の駅までい館

○その他…数量限定のふるまいを準備しています

・会場では、いいたてプレミアム付商品券購入者・使用者証をお持ちの

方のみプレミアム付商品券が購入できます。

・いいたてプレミアム付商品券は１月

日（日）を超えての利用は無効となりますのでご利用はお早め

にお願いいたします。

キャンドルナイト開催します！
飯舘村商工会では、毎年のイルミネーションに加えてキャンドルナイ

トを開催します。キャンドルアーティスト・キャンドルジュンさんによ

る演出や、商品券取扱事業所ブースなどがありますのでぜひお越しくだ

12 月 11

12 月 12

飯舘村商工会・青年部事務局（☎

グラウンドゴルフ練習会を開催します
南相馬市飯舘同窓会では、グラウンドゴルフ練習会を開催します。ど

なたでも参加自由ですのでふるってご参加ください。

月 10 日（木）

○会場…南相馬市原町区仲町河川敷

詳細については同窓会までお問い合わせください。

南相馬市飯舘同窓会長

飾り巻き寿司作り方講座
「作って楽しい」「見て可愛い」「食べて美味しい」飾り巻き寿司の作り

方を、皆さんと一緒に覚え

! 

12 月 13

吉井田学習センター

飾り巻き寿司マスターインストラクター

７名（先着順）

マスク、三角巾、エプロン

12 月９日（水）正午まで

いいたてネットワーク

飯舘村森林組合職員・作業員募集
飯舘村森林組合職員では、職員・作業員を募集します。

〇募集職種…職員（林業全般）

作業員（車両系オペ、伐採、刈払有資格者）

地…飯舘村森林組合

等…森林組合規定によります。

〇応募方法…履歴書を組合（臼石）事務所に提出してください。後日、

面接の日程をお知らせします。

飯舘村森林組合（☎

福島交通(株
村と福島交通(株)では、令和元年度から３か年に渡って、環境省から

の補助金を活用したグリーンスローモビリティ実証事業を実施していま

す。その一環として、

ることになりました。つきましては、近日中に福島交通

が届きますので、回答についてご協力をお願いいたします。

○実施主体…村、福島交通

容…実証事業及び公共交通に関するアンケート

株)（☎

プレミアム付商品券販売ブース設置について
飯舘村商工会では、いいたて村の道の駅までい館のイルミネーション

点灯開始日にいいたてプレミアム付商品券が利用できる販売店ブースお

よびプレミアム付商品券販売ブースを設置します。

当日は、いいたて村の道の駅までい館の営業時間が午後７時までとな

りますので、ぜひお立ち寄りください。

12 日（土） 

所…いいたて村の道の駅までい館

○その他…数量限定のふるまいを準備しています

・会場では、いいたてプレミアム付商品券購入者・使用者証をお持ちの

方のみプレミアム付商品券が購入できます。

・いいたてプレミアム付商品券は１月

日（日）を超えての利用は無効となりますのでご利用はお早め

にお願いいたします。 

キャンドルナイト開催します！
飯舘村商工会では、毎年のイルミネーションに加えてキャンドルナイ

トを開催します。キャンドルアーティスト・キャンドルジュンさんによ

る演出や、商品券取扱事業所ブースなどがありますのでぜひお越しくだ

11 日（金）

12 日（土）

飯舘村商工会・青年部事務局（☎

グラウンドゴルフ練習会を開催します
南相馬市飯舘同窓会では、グラウンドゴルフ練習会を開催します。ど

なたでも参加自由ですのでふるってご参加ください。

日（木） 午前９時

○会場…南相馬市原町区仲町河川敷

詳細については同窓会までお問い合わせください。

南相馬市飯舘同窓会長 坂本（☎

飾り巻き寿司作り方講座
「作って楽しい」「見て可愛い」「食べて美味しい」飾り巻き寿司の作り

方を、皆さんと一緒に覚えてみ

13 日（日) 

吉井田学習センター

飾り巻き寿司マスターインストラクター

７名（先着順） 

マスク、三角巾、エプロン

日（水）正午まで

いいたてネットワーク

飯舘村森林組合職員・作業員募集
飯舘村森林組合職員では、職員・作業員を募集します。

〇募集職種…職員（林業全般）

作業員（車両系オペ、伐採、刈払有資格者）

地…飯舘村森林組合

等…森林組合規定によります。

〇応募方法…履歴書を組合（臼石）事務所に提出してください。後日、

面接の日程をお知らせします。

飯舘村森林組合（☎0244-

株)からのアンケートにご協力下さ
では、令和元年度から３か年に渡って、環境省から

の補助金を活用したグリーンスローモビリティ実証事業を実施していま

す。その一環として、村協力のもと、以下の内容でアンケート調査を実施す

つきましては、近日中に福島交通

が届きますので、回答についてご協力をお願いいたします。

○実施主体…村、福島交通(

容…実証事業及び公共交通に関するアンケート

（☎024-535

プレミアム付商品券販売ブース設置について
飯舘村商工会では、いいたて村の道の駅までい館のイルミネーション

点灯開始日にいいたてプレミアム付商品券が利用できる販売店ブースお

よびプレミアム付商品券販売ブースを設置します。

当日は、いいたて村の道の駅までい館の営業時間が午後７時までとな

りますので、ぜひお立ち寄りください。

 午後７時

所…いいたて村の道の駅までい館

○その他…数量限定のふるまいを準備しています

・会場では、いいたてプレミアム付商品券購入者・使用者証をお持ちの

方のみプレミアム付商品券が購入できます。

・いいたてプレミアム付商品券は１月

日（日）を超えての利用は無効となりますのでご利用はお早め

キャンドルナイト開催します！
飯舘村商工会では、毎年のイルミネーションに加えてキャンドルナイ

トを開催します。キャンドルアーティスト・キャンドルジュンさんによ

る演出や、商品券取扱事業所ブースなどがありますのでぜひお越しくだ

日（金）  午後４時

日（土） 午後１時～

飯舘村商工会・青年部事務局（☎

グラウンドゴルフ練習会を開催します
南相馬市飯舘同窓会では、グラウンドゴルフ練習会を開催します。ど

なたでも参加自由ですのでふるってご参加ください。

午前９時

○会場…南相馬市原町区仲町河川敷

詳細については同窓会までお問い合わせください。

坂本（☎

飾り巻き寿司作り方講座
「作って楽しい」「見て可愛い」「食べて美味しい」飾り巻き寿司の作り

てみませんか？クリスマスやお正月、家族で

 午前 10

吉井田学習センター 調理実習室

飾り巻き寿司マスターインストラクター

 〇参加

マスク、三角巾、エプロン

日（水）正午まで電話にてお申込みください。

いいたてネットワーク 担当

飯舘村森林組合職員・作業員募集
飯舘村森林組合職員では、職員・作業員を募集します。

〇募集職種…職員（林業全般） 若干名

作業員（車両系オペ、伐採、刈払有資格者）

地…飯舘村森林組合 〇時間…月～金曜日

等…森林組合規定によります。

〇応募方法…履歴書を組合（臼石）事務所に提出してください。後日、

面接の日程をお知らせします。

-42-0055

からのアンケートにご協力下さ
では、令和元年度から３か年に渡って、環境省から

の補助金を活用したグリーンスローモビリティ実証事業を実施していま

村協力のもと、以下の内容でアンケート調査を実施す

つきましては、近日中に福島交通

が届きますので、回答についてご協力をお願いいたします。

(株) ○対象…村に住所を有している世帯

容…実証事業及び公共交通に関するアンケート

535-4101）、村づくり推進課

プレミアム付商品券販売ブース設置について
飯舘村商工会では、いいたて村の道の駅までい館のイルミネーション

点灯開始日にいいたてプレミアム付商品券が利用できる販売店ブースお

よびプレミアム付商品券販売ブースを設置します。

当日は、いいたて村の道の駅までい館の営業時間が午後７時までとな

りますので、ぜひお立ち寄りください。 

午後７時 

所…いいたて村の道の駅までい館 

○その他…数量限定のふるまいを準備しています

・会場では、いいたてプレミアム付商品券購入者・使用者証をお持ちの

方のみプレミアム付商品券が購入できます。

・いいたてプレミアム付商品券は１月 31 日（日）までの利用となります。

日（日）を超えての利用は無効となりますのでご利用はお早め

キャンドルナイト開催します！
飯舘村商工会では、毎年のイルミネーションに加えてキャンドルナイ

トを開催します。キャンドルアーティスト・キャンドルジュンさんによ

る演出や、商品券取扱事業所ブースなどがありますのでぜひお越しくだ

午後４時 30

午後１時～

飯舘村商工会・青年部事務局（☎0244-26

グラウンドゴルフ練習会を開催します
南相馬市飯舘同窓会では、グラウンドゴルフ練習会を開催します。ど

なたでも参加自由ですのでふるってご参加ください。

午前９時 12 月

○会場…南相馬市原町区仲町河川敷 

詳細については同窓会までお問い合わせください。

坂本（☎090-4310

飾り巻き寿司作り方講座
「作って楽しい」「見て可愛い」「食べて美味しい」飾り巻き寿司の作り

ませんか？クリスマスやお正月、家族で

10 時～

調理実習室

飾り巻き寿司マスターインストラクター

参加費…1,000

マスク、三角巾、エプロン 

電話にてお申込みください。

担当 佐藤（

飯舘村森林組合職員・作業員募集
飯舘村森林組合職員では、職員・作業員を募集します。

若干名 

作業員（車両系オペ、伐採、刈払有資格者）

〇時間…月～金曜日

等…森林組合規定によります。 

〇応募方法…履歴書を組合（臼石）事務所に提出してください。後日、

面接の日程をお知らせします。

0055） 

からのアンケートにご協力下さ
では、令和元年度から３か年に渡って、環境省から

の補助金を活用したグリーンスローモビリティ実証事業を実施していま

村協力のもと、以下の内容でアンケート調査を実施す

つきましては、近日中に福島交通

が届きますので、回答についてご協力をお願いいたします。

○対象…村に住所を有している世帯

容…実証事業及び公共交通に関するアンケート

）、村づくり推進課

プレミアム付商品券販売ブース設置について
飯舘村商工会では、いいたて村の道の駅までい館のイルミネーション

点灯開始日にいいたてプレミアム付商品券が利用できる販売店ブースお

よびプレミアム付商品券販売ブースを設置します。

当日は、いいたて村の道の駅までい館の営業時間が午後７時までとな

 

 

○その他…数量限定のふるまいを準備しています

・会場では、いいたてプレミアム付商品券購入者・使用者証をお持ちの

方のみプレミアム付商品券が購入できます。 

日（日）までの利用となります。

日（日）を超えての利用は無効となりますのでご利用はお早め

キャンドルナイト開催します！
飯舘村商工会では、毎年のイルミネーションに加えてキャンドルナイ

トを開催します。キャンドルアーティスト・キャンドルジュンさんによ

る演出や、商品券取扱事業所ブースなどがありますのでぜひお越しくだ

30 分～ 

午後１時～   

26-7957

グラウンドゴルフ練習会を開催します
南相馬市飯舘同窓会では、グラウンドゴルフ練習会を開催します。ど

なたでも参加自由ですのでふるってご参加ください。

月 25 日（金）

詳細については同窓会までお問い合わせください。

4310-5387

飾り巻き寿司作り方講座
「作って楽しい」「見て可愛い」「食べて美味しい」飾り巻き寿司の作り

ませんか？クリスマスやお正月、家族で

時～正午 

調理実習室 （福島市仁井田字西下川原

飾り巻き寿司マスターインストラクター

…1,000 円（材料費）

電話にてお申込みください。

佐藤（070-

飯舘村森林組合職員・作業員募集
飯舘村森林組合職員では、職員・作業員を募集します。

作業員（車両系オペ、伐採、刈払有資格者）

〇時間…月～金曜日

 

〇応募方法…履歴書を組合（臼石）事務所に提出してください。後日、

面接の日程をお知らせします。 

からのアンケートにご協力下さ
では、令和元年度から３か年に渡って、環境省から

の補助金を活用したグリーンスローモビリティ実証事業を実施していま

村協力のもと、以下の内容でアンケート調査を実施す

つきましては、近日中に福島交通

が届きますので、回答についてご協力をお願いいたします。

○対象…村に住所を有している世帯

容…実証事業及び公共交通に関するアンケート

）、村づくり推進課

プレミアム付商品券販売ブース設置について
飯舘村商工会では、いいたて村の道の駅までい館のイルミネーション

点灯開始日にいいたてプレミアム付商品券が利用できる販売店ブースお

よびプレミアム付商品券販売ブースを設置します。 

当日は、いいたて村の道の駅までい館の営業時間が午後７時までとな

○その他…数量限定のふるまいを準備しています 

・会場では、いいたてプレミアム付商品券購入者・使用者証をお持ちの

日（日）までの利用となります。

日（日）を超えての利用は無効となりますのでご利用はお早め

キャンドルナイト開催します！
飯舘村商工会では、毎年のイルミネーションに加えてキャンドルナイ

トを開催します。キャンドルアーティスト・キャンドルジュンさんによ

る演出や、商品券取扱事業所ブースなどがありますのでぜひお越しくだ

 善應寺（飯樋町）

   交流センターふれ愛館

7957） 

グラウンドゴルフ練習会を開催します
南相馬市飯舘同窓会では、グラウンドゴルフ練習会を開催します。ど

なたでも参加自由ですのでふるってご参加ください。 

日（金） 午後１時

詳細については同窓会までお問い合わせください。  

5387） 

飾り巻き寿司作り方講座 

「作って楽しい」「見て可愛い」「食べて美味しい」飾り巻き寿司の作り

ませんか？クリスマスやお正月、家族で

（福島市仁井田字西下川原

飾り巻き寿司マスターインストラクター 佐藤

円（材料費）

電話にてお申込みください。

-2261-1561

飯舘村森林組合職員・作業員募集
飯舘村森林組合職員では、職員・作業員を募集します。

作業員（車両系オペ、伐採、刈払有資格者）

〇時間…月～金曜日 午前８時～午後５時

〇応募方法…履歴書を組合（臼石）事務所に提出してください。後日、

からのアンケートにご協力下さ
では、令和元年度から３か年に渡って、環境省から

の補助金を活用したグリーンスローモビリティ実証事業を実施していま

村協力のもと、以下の内容でアンケート調査を実施す

つきましては、近日中に福島交通(株)

が届きますので、回答についてご協力をお願いいたします。

○対象…村に住所を有している世帯

容…実証事業及び公共交通に関するアンケート 

）、村づくり推進課(☎

プレミアム付商品券販売ブース設置について
飯舘村商工会では、いいたて村の道の駅までい館のイルミネーション

点灯開始日にいいたてプレミアム付商品券が利用できる販売店ブースお

当日は、いいたて村の道の駅までい館の営業時間が午後７時までとな

・会場では、いいたてプレミアム付商品券購入者・使用者証をお持ちの

日（日）までの利用となります。

日（日）を超えての利用は無効となりますのでご利用はお早め

キャンドルナイト開催します！ 

飯舘村商工会では、毎年のイルミネーションに加えてキャンドルナイ

トを開催します。キャンドルアーティスト・キャンドルジュンさんによ

る演出や、商品券取扱事業所ブースなどがありますのでぜひお越しくだ

善應寺（飯樋町）

交流センターふれ愛館

グラウンドゴルフ練習会を開催します
南相馬市飯舘同窓会では、グラウンドゴルフ練習会を開催します。ど

午後１時

 

「作って楽しい」「見て可愛い」「食べて美味しい」飾り巻き寿司の作り

ませんか？クリスマスやお正月、家族で

（福島市仁井田字西下川原 1

佐藤 久子さん

円（材料費） 

電話にてお申込みください。 

1561） 

飯舘村森林組合職員・作業員募集
飯舘村森林組合職員では、職員・作業員を募集します。 

作業員（車両系オペ、伐採、刈払有資格者） ５名

午前８時～午後５時

〇応募方法…履歴書を組合（臼石）事務所に提出してください。後日、

からのアンケートにご協力下さ
では、令和元年度から３か年に渡って、環境省から

の補助金を活用したグリーンスローモビリティ実証事業を実施していま

村協力のもと、以下の内容でアンケート調査を実施す

)からアンケート

が届きますので、回答についてご協力をお願いいたします。 

○対象…村に住所を有している世帯

 

☎0244-42

プレミアム付商品券販売ブース設置について
飯舘村商工会では、いいたて村の道の駅までい館のイルミネーション

点灯開始日にいいたてプレミアム付商品券が利用できる販売店ブースお

当日は、いいたて村の道の駅までい館の営業時間が午後７時までとな

・会場では、いいたてプレミアム付商品券購入者・使用者証をお持ちの

日（日）までの利用となります。

日（日）を超えての利用は無効となりますのでご利用はお早め

飯舘村商工会では、毎年のイルミネーションに加えてキャンドルナイ

トを開催します。キャンドルアーティスト・キャンドルジュンさんによ

る演出や、商品券取扱事業所ブースなどがありますのでぜひお越しくだ

善應寺（飯樋町） 

交流センターふれ愛館

グラウンドゴルフ練習会を開催します 
南相馬市飯舘同窓会では、グラウンドゴルフ練習会を開催します。ど

午後１時 30 分 

「作って楽しい」「見て可愛い」「食べて美味しい」飾り巻き寿司の作り

ませんか？クリスマスやお正月、家族で

1 番地の 1）

久子さん 

 

 

 

５名 

午前８時～午後５時

〇応募方法…履歴書を組合（臼石）事務所に提出してください。後日、

からのアンケートにご協力下さい 

では、令和元年度から３か年に渡って、環境省から

の補助金を活用したグリーンスローモビリティ実証事業を実施していま

村協力のもと、以下の内容でアンケート調査を実施す

からアンケート

○対象…村に住所を有している世帯 

42-1613

プレミアム付商品券販売ブース設置について 

飯舘村商工会では、いいたて村の道の駅までい館のイルミネーション

点灯開始日にいいたてプレミアム付商品券が利用できる販売店ブースお

当日は、いいたて村の道の駅までい館の営業時間が午後７時までとな

・会場では、いいたてプレミアム付商品券購入者・使用者証をお持ちの

日（日）までの利用となります。 

日（日）を超えての利用は無効となりますのでご利用はお早め

飯舘村商工会では、毎年のイルミネーションに加えてキャンドルナイ

トを開催します。キャンドルアーティスト・キャンドルジュンさんによ

る演出や、商品券取扱事業所ブースなどがありますのでぜひお越しくだ

交流センターふれ愛館 

南相馬市飯舘同窓会では、グラウンドゴルフ練習会を開催します。ど

 

「作って楽しい」「見て可愛い」「食べて美味しい」飾り巻き寿司の作り

ませんか？クリスマスやお正月、家族で

） 

午前８時～午後５時 

〇応募方法…履歴書を組合（臼石）事務所に提出してください。後日、

では、令和元年度から３か年に渡って、環境省から

の補助金を活用したグリーンスローモビリティ実証事業を実施していま

村協力のもと、以下の内容でアンケート調査を実施す

からアンケート

 

1613) 


