
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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 955 号 令和３年１月５日 

年末年始のお知らせ 
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・死亡などの戸籍関係届出は休み中も受け付けます。 

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)まで可燃ゴミ

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） 

マイナンバーカードの申請書が再送付されます  

 令和３年１月から同３月にかけて、全国的に、マイナンバーカードの未取

得者に対し、申請書の再送付が行われます。 

申請書は、複数回に分け、地方公共団体情報システム機構または飯舘村

役場住民課より送付されます。（ただし、令和２年 10 月 31 日時点で 75

歳以上の方など、一部対象外となる方がいます。）令和３年３月からは、

健康保険証としての利用も可能となる予定ですので、この機会に申請し

てみてはいかがでしょうか。 

なお、申請方法などにつきましては、再送付の通知に同封されている

案内をご確認ください。 

マイナンバーカードの手続きの際は予約をお願いします 

 村では、今後、申請書の再送付などにより、マイナンバーカードに関

する手続きの増加を想定しています。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、また、窓口でお待ちいただ

く時間を少なくするためにも、マイナンバーカードに関連する手続きで

来庁が必要な方は、かならず事前の予約をして頂きますようお願いします。令

和３年１月から予約の受付を開始します。 

〇予約方法…下記まで、電話での予約をお願いいたします。希望の手続 

き内容や日程をお知らせください。調整のうえ日程を決め 

させて頂きます。 

※希望日の１か月前から予約ができます。 

問住民課住民係（☎0244-42-1617） 

令和 2 年分申告相談について 
村では、令和２年分申告相談を下記のとおり行います。詳しい行政区

の指定日等は、次号お知らせ版にてご案内します。 

新型コロナウイルス感染症対策を行いますので、例年と異なった手順

となります。必ず、次号を確認してください 

〇場  所…役場庁舎隣 ビレッジハウス（旧ほんの森いいたて） 

〇受付時間…午前９時～午後４時 

問住民課税務係（☎0244-42-1615） 

冬期間の通行止めのお知らせ 
（主）原町川俣線の八木沢トンネルの完成により、旧道となった南相馬

市側の市道「大原八木沢線」が、冬期間、全面通行止めとなりますので

ご注意ください。飯舘村側の村道は通行止めにはなりません。 

〇通行止め期間…12 月 25 日（金）～令和３年３月 31 日（水） 

問南相馬市土木課（☎0244-24-5252） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３・４年度入札参加資格申請受付 

 村では、令和３・４年度の入札参加資格申請に対する受付を行います。

村が建設工事、測量・設計・調査、製造の請負、物品の買入（修繕含む）、

建築物等保守管理などを発注し契約を締結する場合、原則としてその相

手方が「入札参加資格者」であることが条件となります。 

 そのため、村の入札参加資格審査を受け、入札参加資格有資格者名簿

に登録される必要があります。登録を希望される方は、財政係まで申請

書を提出してください。 

○受付期間…２月１日（月）～２月 26 日（金）※土日・祝日除く 

      午前９時～午前 11 時 30 分､午後１時 30 分～午後４時 30 分  

○受付場所…村役場本庁２階 第１委員会室 

○申請書類…福島県様式に準ずる ※村ホームページに掲載します 

○申請方法…新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送のみ 

      ※村内事業所のみ持参可 

○有効期間…令和３年４月１日～令和５年３月 31 日 

問総務課財政係（☎0244-42-1612） 

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、手続きください。不明な点等あ

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） 

飯舘村奨学生募集のご案内 

村では、向学を志す方で村出身の学生、生徒であり、経済的理由によ

り修学困難と認められる方に対し、奨学金の貸し付けを行っています。

下記事項をご覧の上、お申し込みください。 

○募集対象…高校・大学・短期大学・高等専門学校等に進学を希望して 

いる方及び現在在学中の方 

○貸与月額…３万円以内～６万円以内 ※学校種別等により異なります。  

○申込方法…申請書類をそろえ、教育課に提出してください。  

（申請書類は教育課窓口または村ホームページから取得してください。） 

○申込期限…２月 19 日（金） 

※詳細は同封の募集要項等をご覧ください。もしくは教育課までお気軽 

にお問い合わせください。 

問教育課学校教育係（☎0244-42-1631） 

飯舘村大学修業一時金篤志奨学金制度のご案内  

この制度は、今春大学に入学または在学する大学生の保護者が、入学

一時金及び授業料・生活費等（50 万円～100 万円）を金融機関から借受

した場合、正規の修業期間内における貸付金に係る利子の全額を村が補

助するものです。 

取り扱い金融機関は①ふくしま未来農業協同組合 ②あぶくま信用金

庫です。なお、借入金は大学卒業後５年以内に、取り扱い金融機関との

契約に基づいて償還することになります。（正規の就業期間後の利子は保

護者負担となります。） 

〇申込方法…教育課学校教育係（村役場）にある申込書に必要事項を記

入して申し込む。 

○申込期限…２月 19 日（金） 

※詳細は教育課までお気軽にお問い合わせください。 

問教育課学校教育係（☎0244-42-1631） 



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

間当たりの大気中放射線測定値について、

【農地】、【宅地】の大気中放射線モニタリングが実施できませんでした。

理解のほど、よろしくお願いいたします。

問

 

づき、声をかけ、話を聞いて必要な支援につなげ、見守る人）

催します。

いて一緒に考えてみませんか。

〇日時…

〇場所…いちばん館

〇内容…演題「ゲートキーパーとしての心得・対応のヒント」

〇講師…相馬広域こころのケアセンターなごみ

※参加希望者は、

問

 

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

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・

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

問

 

の場「ゆずカフェ」を開催します。

を飲みながらおしゃべりしませんか？お気軽にご参加ください。

○日

○場

○申

申込・問

 

介護士

介護員

い い た て 福 祉 会 職 員 募
いいたて福祉会では、下記のとおり職員を募集しています。

○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

各行政区の放射線測定値について
村が独自に計測し、毎号のお知らせ版に掲載している各行政区の１時

間当たりの大気中放射線測定値について、

【農地】、【宅地】の大気中放射線モニタリングが実施できませんでした。

測定地点の積雪の状況に応じて、順次お知らせしていきますので、ご

理解のほど、よろしくお願いいたします。

問産業振興課農政第二係（☎

 村では、自殺対策のひとつとして、ゲートキーパー

づき、声をかけ、話を聞いて必要な支援につなげ、見守る人）

催します。

どなたでも参加できます。ぜひこの機会にゲートキーパーの役割につ

いて一緒に考えてみませんか。

〇日時…

〇場所…いちばん館

〇内容…演題「ゲートキーパーとしての心得・対応のヒント」

〇講師…相馬広域こころのケアセンターなごみ

※参加希望者は、

問健康福祉課健康係（いちばん館☎

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

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（☎

 村では認知症の方やそのご家族などどなたでも自由に参加できる集い

の場「ゆずカフェ」を開催します。

悩み事の相談・情報交換・介護の合間の息抜きなど、美味しい飲み物

を飲みながらおしゃべりしませんか？お気軽にご参加ください。

○日 時…

○場 所…交流センターふれあい館

○申 込…

申込・問

募集職種

介護士 

介護員 パート

い い た て 福 祉 会 職 員 募
いいたて福祉会では、下記のとおり職員を募集しています。

○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）

※資格不問、正職登用有

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について
村が独自に計測し、毎号のお知らせ版に掲載している各行政区の１時

間当たりの大気中放射線測定値について、

【農地】、【宅地】の大気中放射線モニタリングが実施できませんでした。

測定地点の積雪の状況に応じて、順次お知らせしていきますので、ご

理解のほど、よろしくお願いいたします。

産業振興課農政第二係（☎

ゲートキーパー養成講座のご案内
村では、自殺対策のひとつとして、ゲートキーパー

づき、声をかけ、話を聞いて必要な支援につなげ、見守る人）

催します。 

どなたでも参加できます。ぜひこの機会にゲートキーパーの役割につ

いて一緒に考えてみませんか。

〇日時…１月 20

〇場所…いちばん館

〇内容…演題「ゲートキーパーとしての心得・対応のヒント」

〇講師…相馬広域こころのケアセンターなごみ

※参加希望者は、

健康福祉課健康係（いちばん館☎

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。

冬期間使用しない場合、凍結に

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。

建設課建設管理係（☎

村では認知症の方やそのご家族などどなたでも自由に参加できる集い

の場「ゆずカフェ」を開催します。

悩み事の相談・情報交換・介護の合間の息抜きなど、美味しい飲み物

を飲みながらおしゃべりしませんか？お気軽にご参加ください。

時…１月２２日（金）

所…交流センターふれあい館

込…１月 20

申込・問飯舘村地域包括支援センター（いちばん館☎

募集職種 

正職 

パート 

い い た て 福 祉 会 職 員 募
いいたて福祉会では、下記のとおり職員を募集しています。

※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）

※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

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について
村が独自に計測し、毎号のお知らせ版に掲載している各行政区の１時

間当たりの大気中放射線測定値について、

【農地】、【宅地】の大気中放射線モニタリングが実施できませんでした。

測定地点の積雪の状況に応じて、順次お知らせしていきますので、ご

理解のほど、よろしくお願いいたします。

産業振興課農政第二係（☎

ゲートキーパー養成講座のご案内
村では、自殺対策のひとつとして、ゲートキーパー

づき、声をかけ、話を聞いて必要な支援につなげ、見守る人）

どなたでも参加できます。ぜひこの機会にゲートキーパーの役割につ

いて一緒に考えてみませんか。

20 日(水)

〇場所…いちばん館（伊丹沢字伊丹沢

〇内容…演題「ゲートキーパーとしての心得・対応のヒント」

〇講師…相馬広域こころのケアセンターなごみ

※参加希望者は、１月 15

健康福祉課健康係（いちばん館☎

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。

冬期間使用しない場合、凍結に

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。

建設課建設管理係（☎

ゆずカフェ開催のおしらせ
村では認知症の方やそのご家族などどなたでも自由に参加できる集い

の場「ゆずカフェ」を開催します。

悩み事の相談・情報交換・介護の合間の息抜きなど、美味しい飲み物

を飲みながらおしゃべりしませんか？お気軽にご参加ください。

１月２２日（金）

所…交流センターふれあい館

20 日（水）まで

飯舘村地域包括支援センター（いちばん館☎

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
いいたて福祉会では、下記のとおり職員を募集しています。

※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）

※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

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について
村が独自に計測し、毎号のお知らせ版に掲載している各行政区の１時

間当たりの大気中放射線測定値について、

【農地】、【宅地】の大気中放射線モニタリングが実施できませんでした。

測定地点の積雪の状況に応じて、順次お知らせしていきますので、ご

理解のほど、よろしくお願いいたします。

産業振興課農政第二係（☎0244

ゲートキーパー養成講座のご案内
村では、自殺対策のひとつとして、ゲートキーパー

づき、声をかけ、話を聞いて必要な支援につなげ、見守る人）

どなたでも参加できます。ぜひこの機会にゲートキーパーの役割につ

いて一緒に考えてみませんか。

) 午前

（伊丹沢字伊丹沢

〇内容…演題「ゲートキーパーとしての心得・対応のヒント」

〇講師…相馬広域こころのケアセンターなごみ

15 日(金

健康福祉課健康係（いちばん館☎

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。

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。

建設課建設管理係（☎0244-

ゆずカフェ開催のおしらせ
村では認知症の方やそのご家族などどなたでも自由に参加できる集い

の場「ゆずカフェ」を開催します。

悩み事の相談・情報交換・介護の合間の息抜きなど、美味しい飲み物

を飲みながらおしゃべりしませんか？お気軽にご参加ください。

１月２２日（金） 午前９時

所…交流センターふれあい館

日（水）まで下記までお申し込みください。

飯舘村地域包括支援センター（いちばん館☎

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
いいたて福祉会では、下記のとおり職員を募集しています。

※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）

※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

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について
村が独自に計測し、毎号のお知らせ版に掲載している各行政区の１時

間当たりの大気中放射線測定値について、

【農地】、【宅地】の大気中放射線モニタリングが実施できませんでした。

測定地点の積雪の状況に応じて、順次お知らせしていきますので、ご

理解のほど、よろしくお願いいたします。

0244-42-

ゲートキーパー養成講座のご案内
村では、自殺対策のひとつとして、ゲートキーパー

づき、声をかけ、話を聞いて必要な支援につなげ、見守る人）

どなたでも参加できます。ぜひこの機会にゲートキーパーの役割につ

いて一緒に考えてみませんか。 

午前 10 時～午前

（伊丹沢字伊丹沢

〇内容…演題「ゲートキーパーとしての心得・対応のヒント」

〇講師…相馬広域こころのケアセンターなごみ

金)まで健康係に申込みください。

健康福祉課健康係（いちばん館☎0244

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。

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。

-42-1624

ゆずカフェ開催のおしらせ
村では認知症の方やそのご家族などどなたでも自由に参加できる集い

の場「ゆずカフェ」を開催します。 

悩み事の相談・情報交換・介護の合間の息抜きなど、美味しい飲み物

を飲みながらおしゃべりしませんか？お気軽にご参加ください。

午前９時 30

所…交流センターふれあい館 

下記までお申し込みください。

飯舘村地域包括支援センター（いちばん館☎

 

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
いいたて福祉会では、下記のとおり職員を募集しています。

※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について
村が独自に計測し、毎号のお知らせ版に掲載している各行政区の１時

間当たりの大気中放射線測定値について、12月中頃の降雪の影響により、

【農地】、【宅地】の大気中放射線モニタリングが実施できませんでした。

測定地点の積雪の状況に応じて、順次お知らせしていきますので、ご

理解のほど、よろしくお願いいたします。 

-1625）

ゲートキーパー養成講座のご案内
村では、自殺対策のひとつとして、ゲートキーパー

づき、声をかけ、話を聞いて必要な支援につなげ、見守る人）

どなたでも参加できます。ぜひこの機会にゲートキーパーの役割につ

時～午前 11

（伊丹沢字伊丹沢 571 番地）

〇内容…演題「ゲートキーパーとしての心得・対応のヒント」

〇講師…相馬広域こころのケアセンターなごみ

健康係に申込みください。

0244-42-

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。

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。

1624） 

ゆずカフェ開催のおしらせ
村では認知症の方やそのご家族などどなたでも自由に参加できる集い

 

悩み事の相談・情報交換・介護の合間の息抜きなど、美味しい飲み物

を飲みながらおしゃべりしませんか？お気軽にご参加ください。

30 分～午前

 キッチンスタジオ

下記までお申し込みください。

飯舘村地域包括支援センター（いちばん館☎

 

採用人員

５名

５名

い い た て 福 祉 会 職 員 募
いいたて福祉会では、下記のとおり職員を募集しています。

※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

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について
村が独自に計測し、毎号のお知らせ版に掲載している各行政区の１時

月中頃の降雪の影響により、

【農地】、【宅地】の大気中放射線モニタリングが実施できませんでした。

測定地点の積雪の状況に応じて、順次お知らせしていきますので、ご

） 

ゲートキーパー養成講座のご案内
村では、自殺対策のひとつとして、ゲートキーパー

づき、声をかけ、話を聞いて必要な支援につなげ、見守る人）

どなたでも参加できます。ぜひこの機会にゲートキーパーの役割につ

11 時 30

番地） 

〇内容…演題「ゲートキーパーとしての心得・対応のヒント」

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

健康係に申込みください。

-1637）

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。

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。

ゆずカフェ開催のおしらせ
村では認知症の方やそのご家族などどなたでも自由に参加できる集い

悩み事の相談・情報交換・介護の合間の息抜きなど、美味しい飲み物

を飲みながらおしゃべりしませんか？お気軽にご参加ください。

分～午前 11

キッチンスタジオ

下記までお申し込みください。

飯舘村地域包括支援センター（いちばん館☎

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
いいたて福祉会では、下記のとおり職員を募集しています。

※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）

…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について
村が独自に計測し、毎号のお知らせ版に掲載している各行政区の１時

月中頃の降雪の影響により、

【農地】、【宅地】の大気中放射線モニタリングが実施できませんでした。

測定地点の積雪の状況に応じて、順次お知らせしていきますので、ご

ゲートキーパー養成講座のご案内
村では、自殺対策のひとつとして、ゲートキーパー（悩んでいる人に気

づき、声をかけ、話を聞いて必要な支援につなげ、見守る人）の養成講座を開

どなたでも参加できます。ぜひこの機会にゲートキーパーの役割につ

30 分 

〇内容…演題「ゲートキーパーとしての心得・対応のヒント」

米倉一磨センター長

健康係に申込みください。

） 

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。 

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。 

ゆずカフェ開催のおしらせ 

村では認知症の方やそのご家族などどなたでも自由に参加できる集い

悩み事の相談・情報交換・介護の合間の息抜きなど、美味しい飲み物

を飲みながらおしゃべりしませんか？お気軽にご参加ください。

11 時 30

キッチンスタジオ 

下記までお申し込みください。

飯舘村地域包括支援センター（いちばん館☎0244-

勤務先 

いいたて

ホーム 

集 
いいたて福祉会では、下記のとおり職員を募集しています。 

※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） 

…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。） 

） 

各行政区の放射線測定値について 
村が独自に計測し、毎号のお知らせ版に掲載している各行政区の１時

月中頃の降雪の影響により、

【農地】、【宅地】の大気中放射線モニタリングが実施できませんでした。

測定地点の積雪の状況に応じて、順次お知らせしていきますので、ご

ゲートキーパー養成講座のご案内  

（悩んでいる人に気

の養成講座を開

どなたでも参加できます。ぜひこの機会にゲートキーパーの役割につ

〇内容…演題「ゲートキーパーとしての心得・対応のヒント」 

米倉一磨センター長

健康係に申込みください。 

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。 

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

村では認知症の方やそのご家族などどなたでも自由に参加できる集い

悩み事の相談・情報交換・介護の合間の息抜きなど、美味しい飲み物

を飲みながらおしゃべりしませんか？お気軽にご参加ください。 

30 分 

下記までお申し込みください。 

-42-1626

 年齢

いいたて

 

20 歳以上

18歳以上

社会保険加入 

 

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、毎号のお知らせ版に掲載している各行政区の１時

月中頃の降雪の影響により、

【農地】、【宅地】の大気中放射線モニタリングが実施できませんでした。 

測定地点の積雪の状況に応じて、順次お知らせしていきますので、ご

（悩んでいる人に気

の養成講座を開

どなたでも参加できます。ぜひこの機会にゲートキーパーの役割につ

米倉一磨センター長 

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

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・ 

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

村では認知症の方やそのご家族などどなたでも自由に参加できる集い

悩み事の相談・情報交換・介護の合間の息抜きなど、美味しい飲み物

 

1626） 

年齢 

歳以上 

歳以上 

 

 

 

 

村にはたくさんの文化財があります。

化財愛護、防火意識をもっていただくため、消防訓練を行う予定です。

皆さんのご協力をお願いします。

〇日時…

〇場所…浄観寺（飯樋字町

問南相馬消防署飯舘分署（☎

【宿泊体験館きこりの利用券】の期限について
昨年の新春のつどい

の利用券の期限は、令和３年１月末で終了します。

期限内にご利用ください。※期限を過ぎると利用できなくなります。

〇利用期限…

〇利用対象…日帰り入浴、イオラ（岩盤浴）、宿泊、会議室使用

問宿泊体験館きこり（☎

 

 
 

新型コロナウイルス感染

少し、生活資金にお悩みの方（世帯）を

けの申請を受け付けており（広報いいたてお知らせ版

受付期間が

社会福祉協議会のホームページ（

or.jp/1000.1201.htm

合わせください。

※本資金は貸付金であり、返済していただく必要があります。

問・申込

福島市社会福祉協議会では、

として、

誘いのうえご参加ください。

○開催日…

○会 

○内 

○その他…飲み物をご持参し、マスク着用でお願いします。

問福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

 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 

〇会 

〇予 

問福島県司法書士会事務局（☎

 令和３年

呼びしそば打ち見学・食事会を行います。

〇対 

〇日 

〇場 

〇内 

〇参加費…

〇申込期限…

申込・問

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

なたでも参加できます。詳しくは、同窓会までお問い合わせください。

○日程…

○会場…南相馬市原町区仲町河川敷

問南相馬市飯舘同窓会長

新型コロナウイルス感染症の影響による
生活福祉資金特例貸付申請受付期間の延

文化財防火デー
村にはたくさんの文化財があります。

化財愛護、防火意識をもっていただくため、消防訓練を行う予定です。

皆さんのご協力をお願いします。

〇日時…１月 24

〇場所…浄観寺（飯樋字町

南相馬消防署飯舘分署（☎

【宿泊体験館きこりの利用券】の期限について
昨年の新春のつどい

利用券の期限は、令和３年１月末で終了します。

期限内にご利用ください。※期限を過ぎると利用できなくなります。

〇利用期限…１月

〇利用対象…日帰り入浴、イオラ（岩盤浴）、宿泊、会議室使用

宿泊体験館きこり（☎

新型コロナウイルス感染

、生活資金にお悩みの方（世帯）を

けの申請を受け付けており（広報いいたてお知らせ版

受付期間が令和

社会福祉協議会のホームページ（

/1000.1201.htm

合わせください。

※本資金は貸付金であり、返済していただく必要があります。

問・申込飯舘村社会福祉協議会（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、

として、お茶のみ会や各種イベント

誘いのうえご参加ください。

○開催日…１月

 場…福島トヨタクラウンアリーナ

 容…曹洞宗による初笑い

○その他…飲み物をご持参し、マスク着用でお願いします。

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

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。

 時…１月

 場…交流センターふれ愛館

 約…11

福島県司法書士会事務局（☎

令和３年 1 回目の活動ということで今回はいいたて愚真会の皆様をお

呼びしそば打ち見学・食事会を行います。

 象…飯舘村内外にお住いの男性

 時…1 月

 所…いちばん館（伊丹沢字伊丹沢

 容…そば打ち見学・食事会

〇参加費…1000

〇申込期限…1

申込・問相馬広域こころのケアセンターなごみ（

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

なたでも参加できます。詳しくは、同窓会までお問い合わせください。

○日程…１月 14

○会場…南相馬市原町区仲町河川敷

南相馬市飯舘同窓会長

新型コロナウイルス感染症の影響による
生活福祉資金特例貸付申請受付期間の延

文化財防火デー
村にはたくさんの文化財があります。

化財愛護、防火意識をもっていただくため、消防訓練を行う予定です。

皆さんのご協力をお願いします。

24 日（日）

〇場所…浄観寺（飯樋字町

南相馬消防署飯舘分署（☎

【宿泊体験館きこりの利用券】の期限について
昨年の新春のつどい

利用券の期限は、令和３年１月末で終了します。

期限内にご利用ください。※期限を過ぎると利用できなくなります。

１月 31

〇利用対象…日帰り入浴、イオラ（岩盤浴）、宿泊、会議室使用

宿泊体験館きこり（☎

新型コロナウイルス感染

、生活資金にお悩みの方（世帯）を

けの申請を受け付けており（広報いいたてお知らせ版

令和３年３

社会福祉協議会のホームページ（

/1000.1201.htm

合わせください。 

※本資金は貸付金であり、返済していただく必要があります。

飯舘村社会福祉協議会（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、

お茶のみ会や各種イベント

誘いのうえご参加ください。

１月 27 日（水）

場…福島トヨタクラウンアリーナ

容…曹洞宗による初笑い

○その他…飲み物をご持参し、マスク着用でお願いします。

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

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。

１月 12 日

場…交流センターふれ愛館

11 日(月)

福島県司法書士会事務局（☎

男性のつどい
回目の活動ということで今回はいいたて愚真会の皆様をお

呼びしそば打ち見学・食事会を行います。

象…飯舘村内外にお住いの男性

月 27 日（水）

所…いちばん館（伊丹沢字伊丹沢

容…そば打ち見学・食事会

1000 円程度（参加者数により変動する場合がございます）

1 月 18

相馬広域こころのケアセンターなごみ（

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

なたでも参加できます。詳しくは、同窓会までお問い合わせください。

14 日（木）

○会場…南相馬市原町区仲町河川敷

南相馬市飯舘同窓会長

新型コロナウイルス感染症の影響による
生活福祉資金特例貸付申請受付期間の延

文化財防火デー
村にはたくさんの文化財があります。

化財愛護、防火意識をもっていただくため、消防訓練を行う予定です。

皆さんのご協力をお願いします。

日（日） 午前９時

〇場所…浄観寺（飯樋字町 472

南相馬消防署飯舘分署（☎

【宿泊体験館きこりの利用券】の期限について
昨年の新春のつどい 10 大ニュースで当選された「宿泊体験館きこり」

利用券の期限は、令和３年１月末で終了します。

期限内にご利用ください。※期限を過ぎると利用できなくなります。

31 日（日）

〇利用対象…日帰り入浴、イオラ（岩盤浴）、宿泊、会議室使用

宿泊体験館きこり（☎0244

新型コロナウイルス感染拡大等

、生活資金にお悩みの方（世帯）を

けの申請を受け付けており（広報いいたてお知らせ版

３月末まで延長となりました。

社会福祉協議会のホームページ（

/1000.1201.htm）をご覧いただくか、村社会福祉協議会までお問い

※本資金は貸付金であり、返済していただく必要があります。

飯舘村社会福祉協議会（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、

お茶のみ会や各種イベント

誘いのうえご参加ください。

日（水） 午前９時

場…福島トヨタクラウンアリーナ

容…曹洞宗による初笑い

○その他…飲み物をご持参し、マスク着用でお願いします。

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

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。

日(火) 午後１時～午後４時

場…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。

福島県司法書士会事務局（☎

男性のつどい
回目の活動ということで今回はいいたて愚真会の皆様をお

呼びしそば打ち見学・食事会を行います。

象…飯舘村内外にお住いの男性

日（水） 午前

所…いちばん館（伊丹沢字伊丹沢

容…そば打ち見学・食事会

円程度（参加者数により変動する場合がございます）

18 日（月）

相馬広域こころのケアセンターなごみ（

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

なたでも参加できます。詳しくは、同窓会までお問い合わせください。

日（木） 午前９時

○会場…南相馬市原町区仲町河川敷

南相馬市飯舘同窓会長 坂本（☎

新型コロナウイルス感染症の影響による
生活福祉資金特例貸付申請受付期間の延

文化財防火デー消防訓練について
村にはたくさんの文化財があります。

化財愛護、防火意識をもっていただくため、消防訓練を行う予定です。

皆さんのご協力をお願いします。 

午前９時 30

472） 

南相馬消防署飯舘分署（☎0244-

【宿泊体験館きこりの利用券】の期限について
大ニュースで当選された「宿泊体験館きこり」

利用券の期限は、令和３年１月末で終了します。

期限内にご利用ください。※期限を過ぎると利用できなくなります。

日（日） 

〇利用対象…日帰り入浴、イオラ（岩盤浴）、宿泊、会議室使用

0244-42-1012

拡大等の影響

、生活資金にお悩みの方（世帯）を

けの申請を受け付けており（広報いいたてお知らせ版

月末まで延長となりました。

社会福祉協議会のホームページ（http://www.fukushimakenshakyo. 

をご覧いただくか、村社会福祉協議会までお問い

※本資金は貸付金であり、返済していただく必要があります。

飯舘村社会福祉協議会（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、福島市内に避難されている方の

お茶のみ会や各種イベント

誘いのうえご参加ください。 

午前９時

場…福島トヨタクラウンアリーナ

容…曹洞宗による初笑い 

○その他…飲み物をご持参し、マスク着用でお願いします。

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

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。

午後１時～午後４時

場…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。

福島県司法書士会事務局（☎024

男性のつどい
回目の活動ということで今回はいいたて愚真会の皆様をお

呼びしそば打ち見学・食事会を行います。

象…飯舘村内外にお住いの男性

午前 10

所…いちばん館（伊丹沢字伊丹沢

容…そば打ち見学・食事会 

円程度（参加者数により変動する場合がございます）

日（月） 

相馬広域こころのケアセンターなごみ（

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

なたでも参加できます。詳しくは、同窓会までお問い合わせください。

午前９時 

○会場…南相馬市原町区仲町河川敷

坂本（☎

新型コロナウイルス感染症の影響による
生活福祉資金特例貸付申請受付期間の延

消防訓練について
村にはたくさんの文化財があります。南相馬消防署飯舘分署では、

化財愛護、防火意識をもっていただくため、消防訓練を行う予定です。

 

30 分～午前

-42-0119

【宿泊体験館きこりの利用券】の期限について
大ニュースで当選された「宿泊体験館きこり」

利用券の期限は、令和３年１月末で終了します。

期限内にご利用ください。※期限を過ぎると利用できなくなります。

〇利用対象…日帰り入浴、イオラ（岩盤浴）、宿泊、会議室使用

1012） 

の影響で

、生活資金にお悩みの方（世帯）を対象に

けの申請を受け付けており（広報いいたてお知らせ版

月末まで延長となりました。

http://www.fukushimakenshakyo. 

をご覧いただくか、村社会福祉協議会までお問い

※本資金は貸付金であり、返済していただく必要があります。

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

ホッとサロン「てとて」の開催について
福島市内に避難されている方の

お茶のみ会や各種イベントを開催しています。

午前９時 30 分～

場…福島トヨタクラウンアリーナ（福島市仁井田字西下川原

○その他…飲み物をご持参し、マスク着用でお願いします。

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

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。

午後１時～午後４時

 

まで、福島県司法書士会に申込みください。

024-534-7502

男性のつどい in
回目の活動ということで今回はいいたて愚真会の皆様をお

呼びしそば打ち見学・食事会を行います。

象…飯舘村内外にお住いの男性 

10 時 30

所…いちばん館（伊丹沢字伊丹沢 571

 

円程度（参加者数により変動する場合がございます）

相馬広域こころのケアセンターなごみ（

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

なたでも参加できます。詳しくは、同窓会までお問い合わせください。

 １月 22

○会場…南相馬市原町区仲町河川敷 

坂本（☎090-4310

新型コロナウイルス感染症の影響による
生活福祉資金特例貸付申請受付期間の延

消防訓練について
南相馬消防署飯舘分署では、

化財愛護、防火意識をもっていただくため、消防訓練を行う予定です。

分～午前 10

0119） 

【宿泊体験館きこりの利用券】の期限について
大ニュースで当選された「宿泊体験館きこり」

利用券の期限は、令和３年１月末で終了します。利用券をお持ちの方は、

期限内にご利用ください。※期限を過ぎると利用できなくなります。

〇利用対象…日帰り入浴、イオラ（岩盤浴）、宿泊、会議室使用

 

で休業や失業等

対象に一時的に生活資金の貸付

けの申請を受け付けており（広報いいたてお知らせ版

月末まで延長となりました。詳細については、福島県

http://www.fukushimakenshakyo. 

をご覧いただくか、村社会福祉協議会までお問い

※本資金は貸付金であり、返済していただく必要があります。

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

ホッとサロン「てとて」の開催について
福島市内に避難されている方の

を開催しています。

分～ 

（福島市仁井田字西下川原

○その他…飲み物をご持参し、マスク着用でお願いします。

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

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。

午後１時～午後４時 

まで、福島県司法書士会に申込みください。

7502） 

in 飯舘村
回目の活動ということで今回はいいたて愚真会の皆様をお

呼びしそば打ち見学・食事会を行います。 

30 分～午後２時

571 番地）

円程度（参加者数により変動する場合がございます）

相馬広域こころのケアセンターなごみ（

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

なたでも参加できます。詳しくは、同窓会までお問い合わせください。

22 日（金）

4310-5387

新型コロナウイルス感染症の影響による
生活福祉資金特例貸付申請受付期間の延

消防訓練について
南相馬消防署飯舘分署では、

化財愛護、防火意識をもっていただくため、消防訓練を行う予定です。

10 時 30 分

【宿泊体験館きこりの利用券】の期限について
大ニュースで当選された「宿泊体験館きこり」

利用券をお持ちの方は、

期限内にご利用ください。※期限を過ぎると利用できなくなります。

〇利用対象…日帰り入浴、イオラ（岩盤浴）、宿泊、会議室使用

休業や失業等により

一時的に生活資金の貸付

けの申請を受け付けており（広報いいたてお知らせ版 10

詳細については、福島県

http://www.fukushimakenshakyo. 

をご覧いただくか、村社会福祉協議会までお問い

※本資金は貸付金であり、返済していただく必要があります。

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42

ホッとサロン「てとて」の開催について
福島市内に避難されている方の

を開催しています。ぜひ

（福島市仁井田字西下川原

○その他…飲み物をご持参し、マスク着用でお願いします。

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎024-

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。

まで、福島県司法書士会に申込みください。

飯舘村  

回目の活動ということで今回はいいたて愚真会の皆様をお

分～午後２時 

番地） 

円程度（参加者数により変動する場合がございます）

相馬広域こころのケアセンターなごみ（☎0244

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

なたでも参加できます。詳しくは、同窓会までお問い合わせください。

日（金） 午後

5387） 

新型コロナウイルス感染症の影響による
生活福祉資金特例貸付申請受付期間の延

消防訓練について 
南相馬消防署飯舘分署では、

化財愛護、防火意識をもっていただくため、消防訓練を行う予定です。

分 

【宿泊体験館きこりの利用券】の期限について
大ニュースで当選された「宿泊体験館きこり」

利用券をお持ちの方は、

期限内にご利用ください。※期限を過ぎると利用できなくなります。

〇利用対象…日帰り入浴、イオラ（岩盤浴）、宿泊、会議室使用

により収入が減

一時的に生活資金の貸付

10 月５日号掲載）、

詳細については、福島県

http://www.fukushimakenshakyo. 

をご覧いただくか、村社会福祉協議会までお問い

※本資金は貸付金であり、返済していただく必要があります。 

42-1021）

ホッとサロン「てとて」の開催について
福島市内に避難されている方の憩いの場

ぜひお友達をお

（福島市仁井田字西下川原

○その他…飲み物をご持参し、マスク着用でお願いします。 

-533-8881

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。

まで、福島県司法書士会に申込みください。

 

回目の活動ということで今回はいいたて愚真会の皆様をお

 

円程度（参加者数により変動する場合がございます）

☎0244-26-9353

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

なたでも参加できます。詳しくは、同窓会までお問い合わせください。

午後 1 時 30

新型コロナウイルス感染症の影響による
生活福祉資金特例貸付申請受付期間の延

 
南相馬消防署飯舘分署では、文

化財愛護、防火意識をもっていただくため、消防訓練を行う予定です。

【宿泊体験館きこりの利用券】の期限について
大ニュースで当選された「宿泊体験館きこり」

利用券をお持ちの方は、

期限内にご利用ください。※期限を過ぎると利用できなくなります。 

〇利用対象…日帰り入浴、イオラ（岩盤浴）、宿泊、会議室使用 

収入が減

一時的に生活資金の貸付

月５日号掲載）、

詳細については、福島県

http://www.fukushimakenshakyo. 

をご覧いただくか、村社会福祉協議会までお問い

） 

ホッとサロン「てとて」の開催について 
憩いの場

お友達をお

（福島市仁井田字西下川原 41-1）

8881） 

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。 

まで、福島県司法書士会に申込みください。 

回目の活動ということで今回はいいたて愚真会の皆様をお

円程度（参加者数により変動する場合がございます） 

9353） 

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

なたでも参加できます。詳しくは、同窓会までお問い合わせください。

30 分 

新型コロナウイルス感染症の影響による 
生活福祉資金特例貸付申請受付期間の延長  

文

化財愛護、防火意識をもっていただくため、消防訓練を行う予定です。

【宿泊体験館きこりの利用券】の期限について 
大ニュースで当選された「宿泊体験館きこり」

利用券をお持ちの方は、

 

収入が減

一時的に生活資金の貸付

月５日号掲載）、

詳細については、福島県

をご覧いただくか、村社会福祉協議会までお問い

憩いの場

お友達をお

） 

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

 

回目の活動ということで今回はいいたて愚真会の皆様をお

 

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

なたでも参加できます。詳しくは、同窓会までお問い合わせください。 


