
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 959 号 令和３年３月５日 

り災証明書の申請受付について  

村では、２月 13 日（土）に発生しました福島県沖地震により、家屋な

どに被害を受けた方に対しまして、り災証明書の申請受付を行っており

ます。 

〇受 付 場 所…住民課税務係 

〇持参いただくもの…①印鑑、②本人確認ができるもの、 

  ③被害状況が分かる写真 

※後日現場調査を行った後、り災証明書を発行いたします。 

※り災証明書が必要になるかどうかは、ご加入の保険会社や各種機関に

直接お問い合わせください。 

※その他、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） 

令和 2 年分の申告相談期間延長のご案内  

 国税庁より新型コロナウイルス感染症の予防防止の観点から、

所得税等の申告期限及び納付期間の延長がされました。 

村では、上記の件を考慮し申告相談の期間延長をします。つきまして

は、申告相談を希望される方は必要書類・印鑑等をご準備いただき、下

記の申告相談会場にお越しください。 

【申告延長期間】 

〇期  間…３月 22 日（月）～４月 15 日（木） 

〇受付期間…午前９時～午後２時 30 分まで（平日のみ） 

〇場  所…交流センターふれ愛館（旧飯舘村公民館） 

〇受付方法…申告相談の規模を縮小及び新型コロナウイルス感染症の予

防の対策を行いながら行いますので、午前中の受付を 10 名とします。  

午後の受付時間は、午後２時 30 分とします。なお、午後２時 30 分まで受付

を済まされた方の申告相談は最後まで行います。 

 また、３月 25 日(木)、26 日(金)は東京オリンピックの聖火リレーが予定さ

れていますので、申告相談は中止といたします。 

問住民課税務係（☎0244-42-1615） 

令和３年度つくしんぼハウス（学童保育）入所児童募集 

村では、令和３年度の放課後児童クラブ「つくしんぼハウス（学童保

育）」の入所児童を次のとおり募集します。 

○対  象…いいたて希望の里学園児童（前期課程） 

※長期休業中は、平成 23 年３月 11 日時点で村に住所を有していた保護

者の児童も受け入れます。 

○定  員…35 名程度 

○保育場所…いいたて希望の里学園内（飯舘村伊丹沢字山田 380） 

○利用料金 

（１）保 育 料 無料 

（２）おやつ代 1,500 円/月（臨時および長期休業中は 300 円/日） 

○申 込 先…村教育委員会または、つくしんぼハウス（学童保育） 

○申込締切…３月 24 日（水） 

問教育課学校教育係（☎0244-42-1631） 

紙おむつクーポン券をご利用の皆様へ 

令和２年度の紙おむつクーポン券の利用期限は、令和３年３月 15 日（月）まで

となっています。 

期限内のご利用をお願いします。 

問地域包括支援センター（いちばん館内☎0244-42-1626） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

新型コロナウイルスワクチン接種ついて  

国の方針に基づき、令和３年４月以降、65 歳以上の高齢者から接種が

開始される予定です。接種時期・方法が決定しましたら、村より対象者

へ接種に必要なもの(クーポン券、予診票 等)を個別に通知しますので通

知が届くまでお待ちください。 

※ワクチンの供給状況・国の指示により変更になる可能性があります。 

※村外へ避難されている方は、避難先の市町村で接種することが出来ま

す。問合せ方法等は、別途、個別通知等でご案内します。 

問健康福祉課健康係（☎0244-42-1637） 

新型コロナウイルスワクチンのクーポン券は 

村に届出されている住所にお届けします 
 ワクチン接種の通知（クーポン券等）は、村に届出されている住所に

個別に郵送します。現在の避難先等を村に届出されていない方は、変更の手

続きをお願いいたします。 

届出問住民課住民係（☎0244-42-1618） 

ワクチン問健康福祉課健康係（☎0244-42-1637） 

学校給食室調理員を募集します【再掲】 
村教育委員会では、次により学校給食室調理員を募集します。 

○採用職種…学校給食調理員(会計年度任用職員) １名(フルタイム) 

○業務内容…学校給食調理 ○勤務場所…いいたて希望の里学園調理室 

○勤務時間…月～金曜日 午前８時～午後４時 45 分（休憩時間有） 

○給 料 等…村規定による ○応募資格…資格要件なし。 

○応募期限…３月 19 日（金）必着 

○応募方法…履歴書を飯舘村教育委員会へ持参又は郵送。 

○選考方法…面接(日程は応募者に後日通知) 

問飯舘村教育委員会（☎0244-42-1631） 

「東北復興宇宙ミッション」メッセージ動画公開予定について 
村は、復興支援に対する感謝のメッセージ動画を宇宙ステーションか

ら配信する「東北復興宇宙ミッション」に参加しています。 

宇宙飛行士が感謝のメッセージを読み上げる際の背景には川俣シルク

の横断幕に参加自治体の写真等が印刷されており、その中には村の写真

も載っています。動画の公開予定日は、東日本大震災から 10 年にあたる

本年３月 11 日です。動画が公開された際は、村ホームページでもお知ら

せいたしますので、ぜひご覧ください。 

問村づくり推進課企画係（☎0244-42-1613） 

【再掲】軽自動車は、正しく登録・抹消されていますか？ 
 軽自動車税は、４月１日（木）午前０時現在で車検証上の所有者（割賦販

売の場合は使用者）に課税されます。軽自動車を下取りに出したり、他

人に譲り渡したり、所有する方が亡くなったり、廃車したりした場合な

どは、令和３年３月末日までに必ず軽自動車協会で名義変更や抹消登録の

手続きを行ってください。 

<手続き先>  

原動機付自転車（50～125cc） 

小型特殊自動車（農耕車両等） 
役場税務係 ☎0244-42-1615 

軽２輪車（126～250cc 以下） 軽自動車協会 ☎024-546-2577 

２輪の小型自動車（250cc 超） 東北運輸局福島支局 ☎050-5540-2015 

軽自動車（４輪） 軽自動車検査協会福島事務所 ☎050-3816-1837 

 なお、小型特殊自動車（農耕車両：トラクター）は令和２年度より課税となりま

したので、登録や抹消の手続きを忘れず行ってください。 

問住民課税務係（☎0244-42-1615） 



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
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

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）

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
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）

…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
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

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
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～ ※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

…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）

２月

１ｍ

 0.18

0.37

 0.27

0.19

0.33

 0.29

0.19

0.24

0.14

 0.30

 0.17

0.19

0.28

0.22

1.38

0.36

0.13

0.32

0.34

0.27

cm の高さで測定）

２月

１ｍ

 0.14

0.20

 0.11

0.23

0.25

0.14

0.09

0.24

0.17

0.23

0.16

0.18

0.11

 0.16

0.48

0.32

 0.14

0.16

 0.16

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
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
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）

２月 22 日（晴）

１ｍ １

0.18 0.18

0.37 0.39

0.27 0.30

0.19 0.18

0.33 0.39

0.29 0.32

0.19 0.20

0.24 0.22

0.14 0.13

0.30 0.31

0.17 0.16

0.19 0.19

0.28 0.27

0.22 0.21

1.38 1.60

0.36 0.30

0.13 0.14

0.32 0.32

0.34 0.26

0.27 0.28

の高さで測定）

２月 22 日（晴）

１ｍ １

0.14 0.15

0.20 0.25

0.11 0.12

0.23 0.22

0.25 0.22

0.14 0.14

0.09 0.09

0.24 0.24

0.17 0.17

0.23 0.24

0.16 0.16

0.18 0.19

0.11 0.10

0.16 0.15

0.48 0.42

0.32 0.32

0.14 0.13

0.16 0.16

0.16 0.16

0.11 0.12

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）※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 

0.18 

0.39 

0.30 

0.18 

0.39 

0.32 

0.20 

0.22 

0.13 

0.31 

0.16 

0.19 

0.27 

0.21 

1.60 

0.30 

0.14 

0.32 

0.26 

0.28 

の高さで測定） 

日（晴） 

１cm 

0.15 

0.25 

0.12 

0.22 

0.22 

0.14 

0.09 

0.24 

0.17 

0.24 

0.16 

0.19 

0.10 

0.15 

0.42 

0.32 

0.13 

0.16 

0.16 

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
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）

※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。

１月 25

１ｍ 

0.19 

0.36 

0.27 

0.20 

0.32 

0.27 

0.19 

0.21 

0.13 

0.25 

0.16 

0.21 

0.27 

0.19 

1.35 

0.34 

0.14 

0.35 

0.29 

0.29 

１月 25

１ｍ 

0.14 

0.20 

0.12 

0.25 

0.25 

0.15 

0.09 

0.22 

0.19 

0.23 

0.16 

0.18 

0.09 

0.13 

0.48 

0.31 

0.15 

0.16 

0.19 

0.11 

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） 

※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。 

25 日（晴）

 １cｍ

 0.18

 0.42

 0.29

 0.18

 0.32

 0.31

 0.18

 0.22

 0.15

 0.26

 0.14

 0.17

 0.28

 0.22

 1.40

 0.32

 0.16

 0.40

 0.26

 0.30

25（晴）

 １cm

 0.15

 0.28

 0.13

 0.22

 0.21

 0.15

 0.10

 0.20

 0.16

 0.24

 0.16

 0.18

 0.10

 0.12

 0.40

 0.30

 0.14

 0.16

 0.15

 0.12

 年齢

いいたて

 

20 歳以上

18歳以上

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。

日（晴） 

ｍ 

0.18 

0.42 

0.29 

0.18 

0.32 

0.31 

0.18 

0.22 

0.15 

0.26 

0.14 

0.17 

0.28 

0.22 

1.40 

0.32 

0.16 

0.40 

0.26 

0.30 

（晴） 

cm 

0.15 

0.28 

0.13 

0.22 

0.21 

0.15 

0.10 

0.20 

0.16 

0.24 

0.16 

0.18 

0.10 

0.12 

0.40 

0.30 

0.14 

0.16 

0.15 

0.12 

年齢 

歳以上 

歳以上 

 

 

 

 

 村では、資源ごみとして、ビン、缶、ペットボトル、紙類・段ボール

類及び白トレイの分別収集を行っています。分別を行うことで、可燃ご

みの量を減らすことができます。また指定ごみ袋の節約にもなります。

ぜひご協力ください。

 なお、可燃ごみ及び不燃ごみを出す際には、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上、指定のごみ袋を使って、行政区

ごとに定められた日の

問住民課住民係（☎

令和３年２月「福島県沖地震」災害義援
 令和３年２月

きな被害をもたらしました。村社会福祉協議会では、被害を受けた方々

を支援するために義援金の募集を行います。

お寄せいただいた義援金は、相馬地方の被災地等にお届けいたします。

皆さまの温かいご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

〇募集期間…

〇募集方法…直接、受付窓口へお持ちください。

〇受付窓口…

問村社会福祉協議会（

 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。相談無料、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（☎

 運動はストレス解消にとても良いといわれていますが、外

いる方も多いと思います。こんな時だからこそ外へ出掛けてみませんか。

自然豊かな春の飯舘を一緒に満喫しましょう。※男性のつどいは、男性

による男性のための交流活動です。

〇日  

〇場  

〇内  

〇参 加

〇申込期限…

当日は、検温、アルコール消毒、黙食、マスク着用、距離を空ける等

のコロナ対策を講じ、実施しますのでご協力をお願いいたします。

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

いいたて村の道の駅までい館パート従業員募
いいたて村の道の駅までい館ではパート従業員を募集します。やる気

のあるあなたをお待ちしています！

〇募集人員…（１）コンビニエンススタッフ

※年齢、性別不問。少しの時間でも、たくさん働きたい方も大歓迎！

※勤務時間、休日等はお気軽にご相談ください。がんばり次第で正社員

登用もあります！

〇勤 務

〇時  

〇応募方法…電話後、履歴書（写真貼付）を下記まで持参、または郵送

問(株

ごみ分別の徹底にご協力ください
村では、資源ごみとして、ビン、缶、ペットボトル、紙類・段ボール

類及び白トレイの分別収集を行っています。分別を行うことで、可燃ご

みの量を減らすことができます。また指定ごみ袋の節約にもなります。

ぜひご協力ください。

なお、可燃ごみ及び不燃ごみを出す際には、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上、指定のごみ袋を使って、行政区

ごとに定められた日の

住民課住民係（☎

令和３年２月「福島県沖地震」災害義援
令和３年２月

きな被害をもたらしました。村社会福祉協議会では、被害を受けた方々

を支援するために義援金の募集を行います。

お寄せいただいた義援金は、相馬地方の被災地等にお届けいたします。

皆さまの温かいご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

〇募集期間…

〇募集方法…直接、受付窓口へお持ちください。

〇受付窓口…

村社会福祉協議会（

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。相談無料、予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

 時…３月９日

 場…交流センターふれ愛館

 約…３月８日

福島県司法書士会事務局（☎

男性のつどい
運動はストレス解消にとても良いといわれていますが、外

いる方も多いと思います。こんな時だからこそ外へ出掛けてみませんか。

自然豊かな春の飯舘を一緒に満喫しましょう。※男性のつどいは、男性

による男性のための交流活動です。

  時…

  所…交流センターふれ愛館

  容…綿津見神社周辺散策

加 費…

〇申込期限…

当日は、検温、アルコール消毒、黙食、マスク着用、距離を空ける等

のコロナ対策を講じ、実施しますのでご協力をお願いいたします。

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…３月

○会場…南相馬市原町区仲町河川敷

南相馬市飯舘同窓会長

いいたて村の道の駅までい館パート従業員募
いいたて村の道の駅までい館ではパート従業員を募集します。やる気

のあるあなたをお待ちしています！

〇募集人員…（１）コンビニエンススタッフ

※年齢、性別不問。少しの時間でも、たくさん働きたい方も大歓迎！

※勤務時間、休日等はお気軽にご相談ください。がんばり次第で正社員

登用もあります！

務 地…いいたて村の道の駅までい館

  給…

〇応募方法…電話後、履歴書（写真貼付）を下記まで持参、または郵送

株)までいガーデンビレッジいいたて（☎

ごみ分別の徹底にご協力ください
村では、資源ごみとして、ビン、缶、ペットボトル、紙類・段ボール

類及び白トレイの分別収集を行っています。分別を行うことで、可燃ご

みの量を減らすことができます。また指定ごみ袋の節約にもなります。

ぜひご協力ください。

なお、可燃ごみ及び不燃ごみを出す際には、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上、指定のごみ袋を使って、行政区

ごとに定められた日の

住民課住民係（☎

令和３年２月「福島県沖地震」災害義援
令和３年２月 13 日に福島県沖を震源とした地震により、県内各地に大

きな被害をもたらしました。村社会福祉協議会では、被害を受けた方々

を支援するために義援金の募集を行います。

お寄せいただいた義援金は、相馬地方の被災地等にお届けいたします。

皆さまの温かいご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

〇募集期間…令和３年４月

〇募集方法…直接、受付窓口へお持ちください。

〇受付窓口…村社会福祉協議会（伊丹沢字伊丹沢

村社会福祉協議会（

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。相談無料、予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

３月９日(

場…交流センターふれ愛館

３月８日(

福島県司法書士会事務局（☎

男性のつどい
運動はストレス解消にとても良いといわれていますが、外

いる方も多いと思います。こんな時だからこそ外へ出掛けてみませんか。

自然豊かな春の飯舘を一緒に満喫しましょう。※男性のつどいは、男性

による男性のための交流活動です。

時…３月 24

所…交流センターふれ愛館

容…綿津見神社周辺散策

費…500 円程度（参加者数により変動する場合があります）

〇申込期限…３月 19

当日は、検温、アルコール消毒、黙食、マスク着用、距離を空ける等

のコロナ対策を講じ、実施しますのでご協力をお願いいたします。

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。

３月 11 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

いいたて村の道の駅までい館パート従業員募
いいたて村の道の駅までい館ではパート従業員を募集します。やる気

のあるあなたをお待ちしています！

〇募集人員…（１）コンビニエンススタッフ

（２）までい館パート従業員

※年齢、性別不問。少しの時間でも、たくさん働きたい方も大歓迎！

※勤務時間、休日等はお気軽にご相談ください。がんばり次第で正社員

登用もあります！ 

地…いいたて村の道の駅までい館

給…850 円

〇応募方法…電話後、履歴書（写真貼付）を下記まで持参、または郵送

してください。

までいガーデンビレッジいいたて（☎

ごみ分別の徹底にご協力ください
村では、資源ごみとして、ビン、缶、ペットボトル、紙類・段ボール

類及び白トレイの分別収集を行っています。分別を行うことで、可燃ご

みの量を減らすことができます。また指定ごみ袋の節約にもなります。

ぜひご協力ください。 

なお、可燃ごみ及び不燃ごみを出す際には、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上、指定のごみ袋を使って、行政区

ごとに定められた日の朝８時まで

住民課住民係（☎0244-42

令和３年２月「福島県沖地震」災害義援
日に福島県沖を震源とした地震により、県内各地に大

きな被害をもたらしました。村社会福祉協議会では、被害を受けた方々

を支援するために義援金の募集を行います。

お寄せいただいた義援金は、相馬地方の被災地等にお届けいたします。

皆さまの温かいご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

令和３年４月 30

〇募集方法…直接、受付窓口へお持ちください。

村社会福祉協議会（伊丹沢字伊丹沢

村社会福祉協議会（☎0244

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

ブル、成年後見、原発賠償請求などのお悩みを、司法書士がお聞きしま

す。相談無料、予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

(火) 午後１時～午後４時

場…交流センターふれ愛館

(月)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
運動はストレス解消にとても良いといわれていますが、外

いる方も多いと思います。こんな時だからこそ外へ出掛けてみませんか。

自然豊かな春の飯舘を一緒に満喫しましょう。※男性のつどいは、男性

による男性のための交流活動です。

24 日（水）

所…交流センターふれ愛館

容…綿津見神社周辺散策

円程度（参加者数により変動する場合があります）

19 日（金）

当日は、検温、アルコール消毒、黙食、マスク着用、距離を空ける等

のコロナ対策を講じ、実施しますのでご協力をお願いいたします。

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。

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 

いいたて村の道の駅までい館パート従業員募
いいたて村の道の駅までい館ではパート従業員を募集します。やる気

のあるあなたをお待ちしています！

〇募集人員…（１）コンビニエンススタッフ

（２）までい館パート従業員

※年齢、性別不問。少しの時間でも、たくさん働きたい方も大歓迎！

※勤務時間、休日等はお気軽にご相談ください。がんばり次第で正社員

地…いいたて村の道の駅までい館

円 ※試用期間３か月中は、時給

〇応募方法…電話後、履歴書（写真貼付）を下記まで持参、または郵送

てください。

までいガーデンビレッジいいたて（☎

ごみ分別の徹底にご協力ください
村では、資源ごみとして、ビン、缶、ペットボトル、紙類・段ボール

類及び白トレイの分別収集を行っています。分別を行うことで、可燃ご

みの量を減らすことができます。また指定ごみ袋の節約にもなります。

なお、可燃ごみ及び不燃ごみを出す際には、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上、指定のごみ袋を使って、行政区

朝８時までにごみステーションに出してください。

42-1618）

令和３年２月「福島県沖地震」災害義援
日に福島県沖を震源とした地震により、県内各地に大

きな被害をもたらしました。村社会福祉協議会では、被害を受けた方々

を支援するために義援金の募集を行います。

お寄せいただいた義援金は、相馬地方の被災地等にお届けいたします。

皆さまの温かいご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

30 日（金）まで

〇募集方法…直接、受付窓口へお持ちください。

村社会福祉協議会（伊丹沢字伊丹沢

0244-42-1021

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。相談無料、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 in 飯舘村を開催します！
運動はストレス解消にとても良いといわれていますが、外

いる方も多いと思います。こんな時だからこそ外へ出掛けてみませんか。

自然豊かな春の飯舘を一緒に満喫しましょう。※男性のつどいは、男性

による男性のための交流活動です。

日（水） 午前

所…交流センターふれ愛館

容…綿津見神社周辺散策 

円程度（参加者数により変動する場合があります）

日（金） 

当日は、検温、アルコール消毒、黙食、マスク着用、距離を空ける等

のコロナ対策を講じ、実施しますのでご協力をお願いいたします。

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。

午前９時、

○会場…南相馬市原町区仲町河川敷

 坂本（☎

いいたて村の道の駅までい館パート従業員募
いいたて村の道の駅までい館ではパート従業員を募集します。やる気

のあるあなたをお待ちしています！

〇募集人員…（１）コンビニエンススタッフ

（２）までい館パート従業員

※年齢、性別不問。少しの時間でも、たくさん働きたい方も大歓迎！

※勤務時間、休日等はお気軽にご相談ください。がんばり次第で正社員

地…いいたて村の道の駅までい館

※試用期間３か月中は、時給

〇応募方法…電話後、履歴書（写真貼付）を下記まで持参、または郵送

てください。 〒960

までいガーデンビレッジいいたて（☎

ごみ分別の徹底にご協力ください
村では、資源ごみとして、ビン、缶、ペットボトル、紙類・段ボール

類及び白トレイの分別収集を行っています。分別を行うことで、可燃ご

みの量を減らすことができます。また指定ごみ袋の節約にもなります。

なお、可燃ごみ及び不燃ごみを出す際には、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上、指定のごみ袋を使って、行政区

にごみステーションに出してください。

） 

令和３年２月「福島県沖地震」災害義援
日に福島県沖を震源とした地震により、県内各地に大

きな被害をもたらしました。村社会福祉協議会では、被害を受けた方々

を支援するために義援金の募集を行います。

お寄せいただいた義援金は、相馬地方の被災地等にお届けいたします。

皆さまの温かいご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

日（金）まで 

〇募集方法…直接、受付窓口へお持ちください。

村社会福祉協議会（伊丹沢字伊丹沢

1021） 

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。相談無料、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

飯舘村を開催します！
運動はストレス解消にとても良いといわれていますが、外

いる方も多いと思います。こんな時だからこそ外へ出掛けてみませんか。

自然豊かな春の飯舘を一緒に満喫しましょう。※男性のつどいは、男性

による男性のための交流活動です。 

午前 10 時 30

所…交流センターふれ愛館 飯舘村草野字大師堂

 ※動きやすい服装でお越しください

円程度（参加者数により変動する場合があります）

当日は、検温、アルコール消毒、黙食、マスク着用、距離を空ける等

のコロナ対策を講じ、実施しますのでご協力をお願いいたします。

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。

午前９時、３月 26

○会場…南相馬市原町区仲町河川敷 

坂本（☎090-4310

いいたて村の道の駅までい館パート従業員募
いいたて村の道の駅までい館ではパート従業員を募集します。やる気

のあるあなたをお待ちしています！ 

〇募集人員…（１）コンビニエンススタッフ

（２）までい館パート従業員

※年齢、性別不問。少しの時間でも、たくさん働きたい方も大歓迎！

※勤務時間、休日等はお気軽にご相談ください。がんばり次第で正社員

地…いいたて村の道の駅までい館

※試用期間３か月中は、時給

〇応募方法…電話後、履歴書（写真貼付）を下記まで持参、または郵送

960－1802 

までいガーデンビレッジいいたて（☎

ごみ分別の徹底にご協力ください
村では、資源ごみとして、ビン、缶、ペットボトル、紙類・段ボール

類及び白トレイの分別収集を行っています。分別を行うことで、可燃ご

みの量を減らすことができます。また指定ごみ袋の節約にもなります。

なお、可燃ごみ及び不燃ごみを出す際には、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上、指定のごみ袋を使って、行政区

にごみステーションに出してください。

令和３年２月「福島県沖地震」災害義援
日に福島県沖を震源とした地震により、県内各地に大

きな被害をもたらしました。村社会福祉協議会では、被害を受けた方々

を支援するために義援金の募集を行います。 

お寄せいただいた義援金は、相馬地方の被災地等にお届けいたします。

皆さまの温かいご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

 

〇募集方法…直接、受付窓口へお持ちください。

村社会福祉協議会（伊丹沢字伊丹沢

 

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。相談無料、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） 

飯舘村を開催します！
運動はストレス解消にとても良いといわれていますが、外

いる方も多いと思います。こんな時だからこそ外へ出掛けてみませんか。

自然豊かな春の飯舘を一緒に満喫しましょう。※男性のつどいは、男性

30 分～正午

飯舘村草野字大師堂

※動きやすい服装でお越しください

円程度（参加者数により変動する場合があります）

当日は、検温、アルコール消毒、黙食、マスク着用、距離を空ける等

のコロナ対策を講じ、実施しますのでご協力をお願いいたします。

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。

26 日（金）

4310-5387

いいたて村の道の駅までい館パート従業員募
いいたて村の道の駅までい館ではパート従業員を募集します。やる気

〇募集人員…（１）コンビニエンススタッフ 若干名

（２）までい館パート従業員  若干名

※年齢、性別不問。少しの時間でも、たくさん働きたい方も大歓迎！

※勤務時間、休日等はお気軽にご相談ください。がんばり次第で正社員

地…いいたて村の道の駅までい館 

※試用期間３か月中は、時給

〇応募方法…電話後、履歴書（写真貼付）を下記まで持参、または郵送

1802 飯舘村深谷字深谷前

までいガーデンビレッジいいたて（☎0244

ごみ分別の徹底にご協力ください
村では、資源ごみとして、ビン、缶、ペットボトル、紙類・段ボール

類及び白トレイの分別収集を行っています。分別を行うことで、可燃ご

みの量を減らすことができます。また指定ごみ袋の節約にもなります。

なお、可燃ごみ及び不燃ごみを出す際には、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上、指定のごみ袋を使って、行政区

にごみステーションに出してください。

令和３年２月「福島県沖地震」災害義援
日に福島県沖を震源とした地震により、県内各地に大

きな被害をもたらしました。村社会福祉協議会では、被害を受けた方々

お寄せいただいた義援金は、相馬地方の被災地等にお届けいたします。

皆さまの温かいご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

〇募集方法…直接、受付窓口へお持ちください。 

村社会福祉協議会（伊丹沢字伊丹沢 571 

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。相談無料、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。

 

飯舘村を開催します！
運動はストレス解消にとても良いといわれていますが、外

いる方も多いと思います。こんな時だからこそ外へ出掛けてみませんか。

自然豊かな春の飯舘を一緒に満喫しましょう。※男性のつどいは、男性

分～正午 （昼食込）

飯舘村草野字大師堂

※動きやすい服装でお越しください

円程度（参加者数により変動する場合があります）

当日は、検温、アルコール消毒、黙食、マスク着用、距離を空ける等

のコロナ対策を講じ、実施しますのでご協力をお願いいたします。

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１時

5387） 

いいたて村の道の駅までい館パート従業員募
いいたて村の道の駅までい館ではパート従業員を募集します。やる気

若干名 

若干名 

※年齢、性別不問。少しの時間でも、たくさん働きたい方も大歓迎！

※勤務時間、休日等はお気軽にご相談ください。がんばり次第で正社員

※試用期間３か月中は、時給 800 円となります。

〇応募方法…電話後、履歴書（写真貼付）を下記まで持参、または郵送

飯舘村深谷字深谷前

0244－42－

ごみ分別の徹底にご協力ください
村では、資源ごみとして、ビン、缶、ペットボトル、紙類・段ボール

類及び白トレイの分別収集を行っています。分別を行うことで、可燃ご

みの量を減らすことができます。また指定ごみ袋の節約にもなります。

なお、可燃ごみ及び不燃ごみを出す際には、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上、指定のごみ袋を使って、行政区

にごみステーションに出してください。

令和３年２月「福島県沖地震」災害義援金
日に福島県沖を震源とした地震により、県内各地に大

きな被害をもたらしました。村社会福祉協議会では、被害を受けた方々

お寄せいただいた義援金は、相馬地方の被災地等にお届けいたします。

皆さまの温かいご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

陽だまりの家）

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。相談無料、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。

飯舘村を開催します！
運動はストレス解消にとても良いといわれていますが、外出を控えて

いる方も多いと思います。こんな時だからこそ外へ出掛けてみませんか。

自然豊かな春の飯舘を一緒に満喫しましょう。※男性のつどいは、男性

（昼食込）

飯舘村草野字大師堂 17 番地

※動きやすい服装でお越しください

円程度（参加者数により変動する場合があります）

当日は、検温、アルコール消毒、黙食、マスク着用、距離を空ける等

のコロナ対策を講じ、実施しますのでご協力をお願いいたします。

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

いいたて村の道の駅までい館パート従業員募
いいたて村の道の駅までい館ではパート従業員を募集します。やる気

※年齢、性別不問。少しの時間でも、たくさん働きたい方も大歓迎！

※勤務時間、休日等はお気軽にご相談ください。がんばり次第で正社員

円となります。

〇応募方法…電話後、履歴書（写真貼付）を下記まで持参、または郵送

飯舘村深谷字深谷前

－1080）

 
村では、資源ごみとして、ビン、缶、ペットボトル、紙類・段ボール

類及び白トレイの分別収集を行っています。分別を行うことで、可燃ご

みの量を減らすことができます。また指定ごみ袋の節約にもなります。

なお、可燃ごみ及び不燃ごみを出す際には、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上、指定のごみ袋を使って、行政区

にごみステーションに出してください。

金の募集
日に福島県沖を震源とした地震により、県内各地に大

きな被害をもたらしました。村社会福祉協議会では、被害を受けた方々

お寄せいただいた義援金は、相馬地方の被災地等にお届けいたします。

皆さまの温かいご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。 

陽だまりの家）

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。相談無料、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。 

飯舘村を開催します！  

出を控えて

いる方も多いと思います。こんな時だからこそ外へ出掛けてみませんか。

自然豊かな春の飯舘を一緒に満喫しましょう。※男性のつどいは、男性

（昼食込） 

番地 

※動きやすい服装でお越しください

円程度（参加者数により変動する場合があります） 

当日は、検温、アルコール消毒、黙食、マスク着用、距離を空ける等

のコロナ対策を講じ、実施しますのでご協力をお願いいたします。 

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 

いいたて村の道の駅までい館パート従業員募集
いいたて村の道の駅までい館ではパート従業員を募集します。やる気

※年齢、性別不問。少しの時間でも、たくさん働きたい方も大歓迎！ 

※勤務時間、休日等はお気軽にご相談ください。がんばり次第で正社員

円となります。

〇応募方法…電話後、履歴書（写真貼付）を下記まで持参、または郵送

飯舘村深谷字深谷前 12－１

） 

村では、資源ごみとして、ビン、缶、ペットボトル、紙類・段ボール

類及び白トレイの分別収集を行っています。分別を行うことで、可燃ご

みの量を減らすことができます。また指定ごみ袋の節約にもなります。

なお、可燃ごみ及び不燃ごみを出す際には、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上、指定のごみ袋を使って、行政区

にごみステーションに出してください。 

の募集 
日に福島県沖を震源とした地震により、県内各地に大

きな被害をもたらしました。村社会福祉協議会では、被害を受けた方々

お寄せいただいた義援金は、相馬地方の被災地等にお届けいたします。

陽だまりの家） 

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

 

出を控えて

いる方も多いと思います。こんな時だからこそ外へ出掛けてみませんか。

自然豊かな春の飯舘を一緒に満喫しましょう。※男性のつどいは、男性

※動きやすい服装でお越しください 

 

当日は、検温、アルコール消毒、黙食、マスク着用、距離を空ける等

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。 

集 

いいたて村の道の駅までい館ではパート従業員を募集します。やる気

 

※勤務時間、休日等はお気軽にご相談ください。がんばり次第で正社員

円となります。 

〇応募方法…電話後、履歴書（写真貼付）を下記まで持参、または郵送

－１ 


