
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 30 分～午前 11 時 30 分）☎0244-68-2277 

採用職種 一般事務（大学卒程度） 土木（大学卒程度） 保健師（資格免許職）  幼稚園教諭（資格免許職） 

採用人数 若干名 若干名 

受験資格 昭和 56 年４月２日以降に生まれた者 

昭和56年４月２日以降に生ま

れた者で免許を有する者。また

は令和４年３月末までに免許を

取得見込みの者。 

昭和46年４月２日以降に生ま

れた者で幼稚園教諭及び保育

士両方の免許を有する者。また

は令和４年３月末までに両方の

免許を取得見込みの者。 

第１次試験の内容 教養試験、適性検査 教養試験、専門試験、適性検査 

第２次試験の内容 面接及び小論文等 

第１次試験 

試験日 ７月 11 日（日） 

受 付 午前９時～９時 30 分 

教 養 午前 10 時～正午 

適 性 午後１時～３時 

試験日 ７月 11 日（日） 

受 付 午前９時～９時 30分 

教 養 午前 10 時～正午 

専 門 午後１時～３時 

適 性 試験終了後 

試験日 ７月 11 日（日） 

受 付 午前９時～９時 30 分 

教 養 午前 10 時～正午 

専 門 午後１時～２時 30 分 

適 性 試験終了後 

試験場所 福島大学（〒960-1296 福島市金谷川１番地） 
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郵便物の転送手続きについて 
村内に住所を有したまま、村外に避難又は居住している方は、郵便局で

郵便物の転送手続きをお願いします。村や県、国からの重要な文書※は本

人に送達するため、住民票の住所に郵送されますので必ず転送の手続きを

お願いします。なお、郵便物の転送期間は申請から１年間となっています

ので、期間を過ぎると郵便物が転送されず、送付元に戻ってしまいます。 

 また、避難を終了して村内に帰村された方についても、転送手続きが必

要となる場合があります。そのため、郵便局に再度ご確認いただき、必要

な方は転送手続きをお願いします。 

※重要な文書の例 

 村税や自動車税の通知や案内、国民年金や農業者年金等の通知書、金融

機関等からの通知や案内等。 
 

問住民課税務係（☎0244-42-1615） 

粗大ごみの受入れを行います  

 村では下記のとおり、家庭にある粗大ごみの受入れを行います。今回か

ら、震災前と同様に有料化での受入れを再開します。 

 あらかじめ、飯舘村商工会にて粗大ごみの搬入券をご購入いただいて

（販売は平日午前９時～午後４時のみ）、搬入日当日に持参していただく

ようになります。 

 ５月５日号の広報と一緒にちらしをお送りしておりますので、詳しくは

そちらをご覧ください。 

○日 時…５月 30 日（日）午前９時から午後２時まで 

○場 所…飯舘クリアセンター（☎0244-42-1588） 

○料 金…乗用車（軽・普通）500 円、軽トラック 1,000 円、 

     小型貨物車（１ｔ）1,500 円､（２ｔ）2,000 円 

○搬入できないもの…自動車部品、廃タイヤ、廃材等産業廃棄物にあたる

もの、農業用品、可燃・不燃のごみ袋に入るもの、事業所からのごみ、

家電４品目（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン等）、パソコン・携帯

電話等の小型電子機器 等 

※搬入できないごみについては、お持ち帰りいただきます。 

※家屋の解体で出たごみ（大量の畳など）は搬入できません。 
 

問住民課住民係（☎0244-42-1618） 

     

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

令和３年度いきいきわくわく学びの旅 

募集延期について 
 

 ５月５日号でお知らせしました小学５・６年生対象の「令和３年度いき

いきわくわく学びの旅」研修については、今般の新型コロナウイルス感染

拡大状況に鑑み、参加者の募集を１か月程度延期することとしました。 

対象者には改めてご連絡させていただきます。 
 

問生涯学習課（ふれ愛館☎0244-42-0072） 

令和３年度４分の３事業の第２回・第３回申請受付について
  

なりわい農業（販売を目的とした農業）に要する農機・施設等の導入等

を支援する「原子力被災 12 市町村農業者支援事業（県直接補助）」（通称：

４分の３事業）の申請についてのお知らせです。 

事業活用を予定されている方は、営農計画等の聞き取りを行いますので

見積書及びカタログをご準備の上、以下の提出期限までに村農政第一係へ

お越し下さい。その際に事業内容やその他準備物について説明させていた

だきます。 
 

○第２回申請提出期限： ５月 28 日（金） 

○第３回申請提出期限：10 月  １日（金） 
 

※申請提出から事業決定まで最短で３ヶ月程度を要します。 

（営農開始は実質来年からとなります） 

※機械・施設等の納期をご確認の上、早めの事業申請をお願いします。 
 

問産業振興課農政第一係（☎0244-42-1621） 

人権擁護委員による特設人権相談について 
人権擁護委員が特設人権相談を行います。相談は無料で秘密は守られま

す。お気軽にご相談ください。 

○日時：６月３日(木) 午前 10 時～午後３時 

○場所：交流センター「ふれ愛館」 視聴覚室 
 

問住民課住民係（☎0244-42-1619） 

 

今 月 の 納 め も の 

〇軽自動車税               ５月 31 日（月） 

○固定資産税     １期        ５月 31 日（月） 

○上下水道使用料  ３・４月分      ５月 31 日（月） 

納期限までに忘れずに納めましょう。 

問住民課税務係（☎0244-42-1615） 

令和４年度採用飯舘村職員募集のお知らせ  

 令和４年度採用飯舘村職員（大学卒程度）及び資格免許職の採用候補者試験を次により行います。詳しくは、村ホームページをご覧ください。 

○発表…令和３年８月下旬に村役場前掲示板に合格者受験番号を掲示するほか合否について通知します。 

※第２次試験の詳細は第１次試験合格者へ通知します（令和３年９月下旬～10 月上旬開催予定）。 

○申込用紙交付及び提出先…飯舘村役場総務課総務係 〒960-1892 相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢 580 番地１ 

○受付期間…６月 11 日（金）まで ※郵送による申込は６月９日（水）まで（当日消印有効） 

問総務課総務係（☎0244-42-1611） 

県内の新型コロナウイルス感染状況

によって、事業が中止・延期になる場

合がございます。皆様のご理解・ご協

力をお願いいたします。 



定結果について、お知らせします。

していますので、ご覧ください。

１ 

井戸水・湧水等
 

２ 

問
 

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講

師謝金の一部を助成します。ぜひ、友達にお声をかけ、趣味にチャレン

ジしませんか。（助成は申請から３年間です）

※新型コロナウイルス対策を講じた上での講座の実施にご協力願います。

○助成対象

○助成内容

      

問
 

ることや今年２月、３月の平均気温が例年よりも高く、クマの活動時期が

早まること等により「クマ出没注意報」を発令しました。

ださい。

○

○

問
 

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

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

問
 

（基準１トン／反）の導入を支援しています。導入を希望する方は下記ま

でお申込みください。

すのでご注意ください。

問

食品中の放射性物質測定結果のお知ら
令和３年４月１日から

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。

 飲料水

放射性セシウムの基準値「飲料水

測定品目

井戸水・湧水等

 一般食品

放射性セシウムの基準値

問産業振興課農政第二係（☎

こころを豊かにする趣味は、生活に張りをつくります。生涯学習課では、

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講

師謝金の一部を助成します。ぜひ、友達にお声をかけ、趣味にチャレン

ジしませんか。（助成は申請から３年間です）

※新型コロナウイルス対策を講じた上での講座の実施にご協力願います。

○助成対象

○助成内容

      

問生涯学習課（ふれ愛館☎

福島県では、ツキノワグマの目撃件数が３年連続で過去最高となってい

ることや今年２月、３月の平均気温が例年よりも高く、クマの活動時期が

早まること等により「クマ出没注意報」を発令しました。

野外で活動する際には、ツキノワグマに出会わないよう十分注意してく

ださい。

○注意報発令期間

○発 令 区

問産業振興課農政第二係（☎

「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介護予防（運動強度：弱）

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

症状のある方や体調がすぐれない方は、参加を控えてください。ご協

力をよろしくお願いいたします。

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎

飯舘村営農再開支援事業推進協議会では、村内で農業を営む方にたい肥

（基準１トン／反）の導入を支援しています。導入を希望する方は下記ま

でお申込みください。

なお、導入は原則これまでたい肥導入事業を行っていない農地となりま

すのでご注意ください。

問産業振興課農政第二係（☎

測定品目

ウド

こごみ

コシアブラ

タラノメ

ワラビ

食品中の放射性物質測定結果のお知ら
令和３年４月１日から

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。

飲料水 

放射性セシウムの基準値「飲料水

測定品目 

井戸水・湧水等 

一般食品 

放射性セシウムの基準値

産業振興課農政第二係（☎

「一人一趣味」団体、募集中‼
こころを豊かにする趣味は、生活に張りをつくります。生涯学習課では、

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講

師謝金の一部を助成します。ぜひ、友達にお声をかけ、趣味にチャレン

ジしませんか。（助成は申請から３年間です）

※新型コロナウイルス対策を講じた上での講座の実施にご協力願います。

○助成対象 村民５名以上のグループ

○助成内容 講座１回につき

      ・新規グループ

・既グループ

生涯学習課（ふれ愛館☎

福島県では、ツキノワグマの目撃件数が３年連続で過去最高となってい

ることや今年２月、３月の平均気温が例年よりも高く、クマの活動時期が

早まること等により「クマ出没注意報」を発令しました。

野外で活動する際には、ツキノワグマに出会わないよう十分注意してく

ださい。 

注意報発令期間

発 令 区 域

産業振興課農政第二係（☎

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

施していますので、ぜひご参加ください。

時…①６月

④６月

午前

所…交流センター「ふれ愛館」

容…①介護予防（運動強度：弱）

③関節痛予防（運動強度：弱）④熱血教室（運動強度：強）

 ⑤介護予防（運動強度：弱）

※参加状況によって、内容が変更になることがあります。

師…健康運動指導士

（YAGO

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

症状のある方や体調がすぐれない方は、参加を控えてください。ご協

力をよろしくお願いいたします。

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

飯舘村営農再開支援事業推進協議会では、村内で農業を営む方にたい肥

（基準１トン／反）の導入を支援しています。導入を希望する方は下記ま

でお申込みください。

なお、導入は原則これまでたい肥導入事業を行っていない農地となりま

すのでご注意ください。

産業振興課農政第二係（☎

測定品目 

ウド 

こごみ 

コシアブラ 

タラノメ 

ワラビ 

食品中の放射性物質測定結果のお知ら
令和３年４月１日から

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。

放射性セシウムの基準値「飲料水

測定件数

 ０

放射性セシウムの基準値

産業振興課農政第二係（☎

「一人一趣味」団体、募集中‼
こころを豊かにする趣味は、生活に張りをつくります。生涯学習課では、

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講

師謝金の一部を助成します。ぜひ、友達にお声をかけ、趣味にチャレン

ジしませんか。（助成は申請から３年間です）

※新型コロナウイルス対策を講じた上での講座の実施にご協力願います。

村民５名以上のグループ

講座１回につき

新規グループ

既グループ

生涯学習課（ふれ愛館☎

クマ出没注意報発令中
福島県では、ツキノワグマの目撃件数が３年連続で過去最高となってい

ることや今年２月、３月の平均気温が例年よりも高く、クマの活動時期が

早まること等により「クマ出没注意報」を発令しました。

野外で活動する際には、ツキノワグマに出会わないよう十分注意してく

注意報発令期間…令和３年７月末まで

域…県内全域

産業振興課農政第二係（☎

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

施していますので、ぜひご参加ください。

①６月  ２日

④６月 23 日

午前 10 時 15

所…交流センター「ふれ愛館」

容…①介護予防（運動強度：弱）

③関節痛予防（運動強度：弱）④熱血教室（運動強度：強）

⑤介護予防（運動強度：弱）

※参加状況によって、内容が変更になることがあります。

師…健康運動指導士

YAGO メディカルフィットネスクラブ所属）

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

症状のある方や体調がすぐれない方は、参加を控えてください。ご協

力をよろしくお願いいたします。

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

たい肥の導入について
飯舘村営農再開支援事業推進協議会では、村内で農業を営む方にたい肥

（基準１トン／反）の導入を支援しています。導入を希望する方は下記ま

でお申込みください。 

なお、導入は原則これまでたい肥導入事業を行っていない農地となりま

すのでご注意ください。

産業振興課農政第二係（☎

測定件数

６

９

５

15

８

食品中の放射性物質測定結果のお知ら
令和３年４月１日から 30 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。

放射性セシウムの基準値「飲料水

測定件数 

０ 

放射性セシウムの基準値 「一般食品

産業振興課農政第二係（☎0244

「一人一趣味」団体、募集中‼
こころを豊かにする趣味は、生活に張りをつくります。生涯学習課では、

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講

師謝金の一部を助成します。ぜひ、友達にお声をかけ、趣味にチャレン

ジしませんか。（助成は申請から３年間です）

※新型コロナウイルス対策を講じた上での講座の実施にご協力願います。

村民５名以上のグループ

講座１回につき 5,000

新規グループは年３回助成

既グループは年

生涯学習課（ふれ愛館☎0244

クマ出没注意報発令中
福島県では、ツキノワグマの目撃件数が３年連続で過去最高となってい

ることや今年２月、３月の平均気温が例年よりも高く、クマの活動時期が

早まること等により「クマ出没注意報」を発令しました。

野外で活動する際には、ツキノワグマに出会わないよう十分注意してく

…令和３年７月末まで

…県内全域 

産業振興課農政第二係（☎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

施していますので、ぜひご参加ください。

２日(水) ②６月

日(水) ⑤６月

15 分～午前

所…交流センター「ふれ愛館」

容…①介護予防（運動強度：弱）

③関節痛予防（運動強度：弱）④熱血教室（運動強度：強）

⑤介護予防（運動強度：弱）

※参加状況によって、内容が変更になることがあります。

師…健康運動指導士 滝口義光先生

メディカルフィットネスクラブ所属）

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

症状のある方や体調がすぐれない方は、参加を控えてください。ご協

力をよろしくお願いいたします。

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

たい肥の導入について
飯舘村営農再開支援事業推進協議会では、村内で農業を営む方にたい肥

（基準１トン／反）の導入を支援しています。導入を希望する方は下記ま

 

なお、導入は原則これまでたい肥導入事業を行っていない農地となりま

すのでご注意ください。 

産業振興課農政第二係（☎0244

測定件数 

６ 

９ 

５ 

15 

８ 

食品中の放射性物質測定結果のお知ら
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。 

放射性セシウムの基準値「飲料水 10

セシウム

検出件数

- 

「一般食品

0244-42-

「一人一趣味」団体、募集中‼
こころを豊かにする趣味は、生活に張りをつくります。生涯学習課では、

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講

師謝金の一部を助成します。ぜひ、友達にお声をかけ、趣味にチャレン

ジしませんか。（助成は申請から３年間です）

※新型コロナウイルス対策を講じた上での講座の実施にご協力願います。

村民５名以上のグループ

5,000 円

は年３回助成

は年 1 回のみの助成

0244-42-0072

クマ出没注意報発令中
福島県では、ツキノワグマの目撃件数が３年連続で過去最高となってい

ることや今年２月、３月の平均気温が例年よりも高く、クマの活動時期が

早まること等により「クマ出没注意報」を発令しました。

野外で活動する際には、ツキノワグマに出会わないよう十分注意してく

…令和３年７月末まで

 

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

施していますので、ぜひご参加ください。

②６月  

⑤６月 30

分～午前 11 時

所…交流センター「ふれ愛館」

容…①介護予防（運動強度：弱）

③関節痛予防（運動強度：弱）④熱血教室（運動強度：強）

⑤介護予防（運動強度：弱）

※参加状況によって、内容が変更になることがあります。

滝口義光先生

メディカルフィットネスクラブ所属）

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。発熱や咳などのかぜ

症状のある方や体調がすぐれない方は、参加を控えてください。ご協

力をよろしくお願いいたします。 

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

たい肥の導入について
飯舘村営農再開支援事業推進協議会では、村内で農業を営む方にたい肥

（基準１トン／反）の導入を支援しています。導入を希望する方は下記ま

なお、導入は原則これまでたい肥導入事業を行っていない農地となりま

0244-42-

セシウム

検出件数

１ 

６ 

５ 

10 

５ 

食品中の放射性物質測定結果のお知ら
日までに村で行った食品等の放射性物質の測

 

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

10Ｂｑ／ℓ

セシウム 

検出件数 

 

「一般食品 100Bq/Kg

-1625）

「一人一趣味」団体、募集中‼
こころを豊かにする趣味は、生活に張りをつくります。生涯学習課では、

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講

師謝金の一部を助成します。ぜひ、友達にお声をかけ、趣味にチャレン

ジしませんか。（助成は申請から３年間です）

※新型コロナウイルス対策を講じた上での講座の実施にご協力願います。

村民５名以上のグループ 

円 

は年３回助成 

回のみの助成

0072） 

クマ出没注意報発令中
福島県では、ツキノワグマの目撃件数が３年連続で過去最高となってい

ることや今年２月、３月の平均気温が例年よりも高く、クマの活動時期が

早まること等により「クマ出没注意報」を発令しました。

野外で活動する際には、ツキノワグマに出会わないよう十分注意してく

…令和３年７月末まで 

-1625）

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

施していますので、ぜひご参加ください。 

 ９日(水

30 日(水

時 45 分

所…交流センター「ふれ愛館」 

容…①介護予防（運動強度：弱） ②メタボ予防（運動強度：中）

③関節痛予防（運動強度：弱）④熱血教室（運動強度：強）

⑤介護予防（運動強度：弱） 

※参加状況によって、内容が変更になることがあります。

滝口義光先生 

メディカルフィットネスクラブ所属）

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。発熱や咳などのかぜ

症状のある方や体調がすぐれない方は、参加を控えてください。ご協

 

健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42

たい肥の導入について
飯舘村営農再開支援事業推進協議会では、村内で農業を営む方にたい肥

（基準１トン／反）の導入を支援しています。導入を希望する方は下記ま

なお、導入は原則これまでたい肥導入事業を行っていない農地となりま

-1625）

セシウム 

検出件数 

 

 

 1,246B

 

 64.

食品中の放射性物質測定結果のお知ら
日までに村で行った食品等の放射性物質の測

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

ℓ」 

検出

最大値

- 

Bq/Kg」「乳児用食品

） 

「一人一趣味」団体、募集中‼
こころを豊かにする趣味は、生活に張りをつくります。生涯学習課では、

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講

師謝金の一部を助成します。ぜひ、友達にお声をかけ、趣味にチャレン

ジしませんか。（助成は申請から３年間です） 

※新型コロナウイルス対策を講じた上での講座の実施にご協力願います。

回のみの助成 

 

クマ出没注意報発令中
福島県では、ツキノワグマの目撃件数が３年連続で過去最高となってい

ることや今年２月、３月の平均気温が例年よりも高く、クマの活動時期が

早まること等により「クマ出没注意報」を発令しました。

野外で活動する際には、ツキノワグマに出会わないよう十分注意してく

） 

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

水) ③６月

水) 

分 

②メタボ予防（運動強度：中）

③関節痛予防（運動強度：弱）④熱血教室（運動強度：強）

※参加状況によって、内容が変更になることがあります。

メディカルフィットネスクラブ所属）

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。発熱や咳などのかぜ

症状のある方や体調がすぐれない方は、参加を控えてください。ご協

42-1637

たい肥の導入について
飯舘村営農再開支援事業推進協議会では、村内で農業を営む方にたい肥

（基準１トン／反）の導入を支援しています。導入を希望する方は下記ま

なお、導入は原則これまでたい肥導入事業を行っていない農地となりま

） 

検出

最大値

29Bｑ/

476Bｑ

1,246Bｑ

648Bｑ

64.7Bｑ

食品中の放射性物質測定結果のお知ら
日までに村で行った食品等の放射性物質の測

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

検出 

最大値 

 

」「乳児用食品

「一人一趣味」団体、募集中‼
こころを豊かにする趣味は、生活に張りをつくります。生涯学習課では、

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講

師謝金の一部を助成します。ぜひ、友達にお声をかけ、趣味にチャレン

※新型コロナウイルス対策を講じた上での講座の実施にご協力願います。

クマ出没注意報発令中 
福島県では、ツキノワグマの目撃件数が３年連続で過去最高となってい

ることや今年２月、３月の平均気温が例年よりも高く、クマの活動時期が

早まること等により「クマ出没注意報」を発令しました。 

野外で活動する際には、ツキノワグマに出会わないよう十分注意してく

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

③６月 16 日

②メタボ予防（運動強度：中）

③関節痛予防（運動強度：弱）④熱血教室（運動強度：強）

※参加状況によって、内容が変更になることがあります。

メディカルフィットネスクラブ所属） 

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。発熱や咳などのかぜ

症状のある方や体調がすぐれない方は、参加を控えてください。ご協

1637） 

たい肥の導入について  

飯舘村営農再開支援事業推進協議会では、村内で農業を営む方にたい肥

（基準１トン／反）の導入を支援しています。導入を希望する方は下記ま

なお、導入は原則これまでたい肥導入事業を行っていない農地となりま

検出 

最大値 

/kg 

ｑ/kg 

ｑ/kg 伊丹沢

ｑ/kg 

ｑ/kg 

食品中の放射性物質測定結果のお知ら
日までに村で行った食品等の放射性物質の測

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

採取地

- 

」「乳児用食品 50Bq/Kg

「一人一趣味」団体、募集中‼ 
こころを豊かにする趣味は、生活に張りをつくります。生涯学習課では、

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講

師謝金の一部を助成します。ぜひ、友達にお声をかけ、趣味にチャレン

※新型コロナウイルス対策を講じた上での講座の実施にご協力願います。

福島県では、ツキノワグマの目撃件数が３年連続で過去最高となってい

ることや今年２月、３月の平均気温が例年よりも高く、クマの活動時期が

 

野外で活動する際には、ツキノワグマに出会わないよう十分注意してく

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

日(水) 

②メタボ予防（運動強度：中）

③関節痛予防（運動強度：弱）④熱血教室（運動強度：強）

※参加状況によって、内容が変更になることがあります。

 

※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

参加してください。発熱や咳などのかぜ

症状のある方や体調がすぐれない方は、参加を控えてください。ご協

飯舘村営農再開支援事業推進協議会では、村内で農業を営む方にたい肥

（基準１トン／反）の導入を支援しています。導入を希望する方は下記ま

なお、導入は原則これまでたい肥導入事業を行っていない農地となりま

採取地

蕨平 

小宮 

伊丹沢  
関根・松塚

小宮 

食品中の放射性物質測定結果のお知らせ  
日までに村で行った食品等の放射性物質の測

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

採取地 

 

Bq/Kg」 

こころを豊かにする趣味は、生活に張りをつくります。生涯学習課では、

「一人一趣味」として自主的に講座を開き、活動するグループに対し講 

師謝金の一部を助成します。ぜひ、友達にお声をかけ、趣味にチャレン 

※新型コロナウイルス対策を講じた上での講座の実施にご協力願います。

福島県では、ツキノワグマの目撃件数が３年連続で過去最高となってい

ることや今年２月、３月の平均気温が例年よりも高く、クマの活動時期が

野外で活動する際には、ツキノワグマに出会わないよう十分注意してく

「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 

 

②メタボ予防（運動強度：中）

③関節痛予防（運動強度：弱）④熱血教室（運動強度：強） 

※参加状況によって、内容が変更になることがあります。 

体温を測定 

参加してください。発熱や咳などのかぜ 

症状のある方や体調がすぐれない方は、参加を控えてください。ご協 

飯舘村営農再開支援事業推進協議会では、村内で農業を営む方にたい肥

（基準１トン／反）の導入を支援しています。導入を希望する方は下記ま

なお、導入は原則これまでたい肥導入事業を行っていない農地となりま

採取地 

 他 

 他 

  他 
関根・松塚 他 

 他 

日までに村で行った食品等の放射性物質の測

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

 

こころを豊かにする趣味は、生活に張りをつくります。生涯学習課では、

 

 

※新型コロナウイルス対策を講じた上での講座の実施にご協力願います。 

福島県では、ツキノワグマの目撃件数が３年連続で過去最高となってい

ることや今年２月、３月の平均気温が例年よりも高く、クマの活動時期が

野外で活動する際には、ツキノワグマに出会わないよう十分注意してく

 

 

②メタボ予防（運動強度：中） 

 

 

 

 

飯舘村営農再開支援事業推進協議会では、村内で農業を営む方にたい肥

（基準１トン／反）の導入を支援しています。導入を希望する方は下記ま

なお、導入は原則これまでたい肥導入事業を行っていない農地となりま

 

 

 きつつきの会（会長

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。

６月８日（火）、

６月 10

 

○時 

○持ち物…飲み物、ヨガマット（※無料で貸し出しも行います。）

○講 

    

問きつつきの会

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。お気軽に

ご参加ください。

○日 

○場 

○内 

〇参加費…無料

○申込み…６月

問飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（☎

村社会福祉協議会では、鈴木芳喜弁護士による「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☎

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。ご利用ください。

〇日 

〇会 

〇予 

     

問福島県司法書士会事務局（☎

  

ロナウイルスのワクチン接種が、５月

います。福島市の『新型コロナワクチン予約・相談センター』へ

の電話またはインターネットから予約できます。

 

「交通手段の有無」、「接種日時の意向」など、

問して意向調査をさせていただく予定です。

※調査員は、６月中旬までには全世帯を訪問する予定です。

問

 

問

 

問

 

きつつきの会（会長

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。

６月８日（火）、

10 日（木）、

 間…午後１時

○持ち物…飲み物、ヨガマット（※無料で貸し出しも行います。）

 師…健康体操：吉井雅彦先生（快フィットネス研究所）

    ヨ

きつつきの会

『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。お気軽に

ご参加ください。

 時…６月

 所…いちばん館

 容…『誤嚥性肺炎と口腔ケアの講話』及びレクリエーション等

〇参加費…無料

○申込み…６月

にお申し込みください。

飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（☎

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、鈴木芳喜弁護士による「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…６月

 場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家）

 約…６月

お申込みください。

飯舘村社会福祉協議会（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。

相談は無料です。ご利用ください。

 時…６月８日

 場…交流センター「ふれ愛館」

 約…６月７日

     ※予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

福島県司法書士会事務局（☎

  村内・福島市にお住まいの

ロナウイルスのワクチン接種が、５月

います。福島市の『新型コロナワクチン予約・相談センター』へ

の電話またはインターネットから予約できます。

 なお、村内にお住まいの方の世帯へは、「接種希望の有無」、

「交通手段の有無」、「接種日時の意向」など、

問して意向調査をさせていただく予定です。

※調査員は、６月中旬までには全世帯を訪問する予定です。

問予約・相談センター（☎

 ※平日午前９時から午後７時まで

問飯舘村相談窓口（健康福祉課・いちばん館内☎

 ※平日の午前９時から午後４時まで

問受診相談センター（☎

 

ヨガ・健康体操教室のお知らせ

きつつきの会（会長

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

６月８日（火）、15 日（火）、

日（木）、24

間…午後１時

○持ち物…飲み物、ヨガマット（※無料で貸し出しも行います。）

師…健康体操：吉井雅彦先生（快フィットネス研究所）

ヨ  ガ：千葉留美子先生（ヨガ講師）

きつつきの会 菅野（☎

『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。お気軽に

ご参加ください。 

６月 25 日（金）午前

所…いちばん館

容…『誤嚥性肺炎と口腔ケアの講話』及びレクリエーション等

〇参加費…無料 

○申込み…６月 18 日（金）まで、飯舘村サポートセンター「つながっぺ」

にお申し込みください。

飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（☎

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、鈴木芳喜弁護士による「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…６月 18 日（金）午後１時

場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家）

約…６月 15 日（火）まで村社会福祉協議会に

お申込みください。

飯舘村社会福祉協議会（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。

相談は無料です。ご利用ください。

時…６月８日

場…交流センター「ふれ愛館」

約…６月７日

※予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

福島県司法書士会事務局（☎

新型コロナウイルス感染症

村内・福島市にお住まいの

ロナウイルスのワクチン接種が、５月

います。福島市の『新型コロナワクチン予約・相談センター』へ

の電話またはインターネットから予約できます。

なお、村内にお住まいの方の世帯へは、「接種希望の有無」、

「交通手段の有無」、「接種日時の意向」など、

問して意向調査をさせていただく予定です。

※調査員は、６月中旬までには全世帯を訪問する予定です。

予約・相談センター（☎

※平日午前９時から午後７時まで

飯舘村相談窓口（健康福祉課・いちばん館内☎

※平日の午前９時から午後４時まで

受診相談センター（☎

ヨガ・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、健康体操教室を行っています。

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。

時 

日（火）、

24 日（木）

間…午後１時 30 分～

○持ち物…飲み物、ヨガマット（※無料で貸し出しも行います。）

師…健康体操：吉井雅彦先生（快フィットネス研究所）

ガ：千葉留美子先生（ヨガ講師）

菅野（☎

『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。お気軽に

 

日（金）午前

所…いちばん館 

容…『誤嚥性肺炎と口腔ケアの講話』及びレクリエーション等

日（金）まで、飯舘村サポートセンター「つながっぺ」

にお申し込みください。

飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（☎

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、鈴木芳喜弁護士による「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１時

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

お申込みください。

飯舘村社会福祉協議会（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。

相談は無料です。ご利用ください。

時…６月８日(火) 

場…交流センター「ふれ愛館」

約…６月７日(月)まで福島県司法書士会にお申込みください。

※予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

福島県司法書士会事務局（☎

新型コロナウイルス感染症

ワクチン接種について

村内・福島市にお住まいの

ロナウイルスのワクチン接種が、５月

います。福島市の『新型コロナワクチン予約・相談センター』へ

の電話またはインターネットから予約できます。

なお、村内にお住まいの方の世帯へは、「接種希望の有無」、

「交通手段の有無」、「接種日時の意向」など、

問して意向調査をさせていただく予定です。

※調査員は、６月中旬までには全世帯を訪問する予定です。

予約・相談センター（☎

※平日午前９時から午後７時まで

飯舘村相談窓口（健康福祉課・いちばん館内☎

※平日の午前９時から午後４時まで

受診相談センター（☎

ヨガ・健康体操教室のお知らせ

齋藤政行）では、健康体操教室を行っています。

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（火）、22 日（火）

日（木） 

分～ 

○持ち物…飲み物、ヨガマット（※無料で貸し出しも行います。）

師…健康体操：吉井雅彦先生（快フィットネス研究所）

ガ：千葉留美子先生（ヨガ講師）

菅野（☎080-2801

『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。お気軽に

日（金）午前 10

容…『誤嚥性肺炎と口腔ケアの講話』及びレクリエーション等

日（金）まで、飯舘村サポートセンター「つながっぺ」

にお申し込みください。

飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（☎

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、鈴木芳喜弁護士による「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１時

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

お申込みください。 

飯舘村社会福祉協議会（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。

相談は無料です。ご利用ください。

 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お申込みください。

※予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

福島県司法書士会事務局（☎024

新型コロナウイルス感染症

ワクチン接種について

村内・福島市にお住まいの

ロナウイルスのワクチン接種が、５月

います。福島市の『新型コロナワクチン予約・相談センター』へ

の電話またはインターネットから予約できます。

なお、村内にお住まいの方の世帯へは、「接種希望の有無」、

「交通手段の有無」、「接種日時の意向」など、

問して意向調査をさせていただく予定です。

※調査員は、６月中旬までには全世帯を訪問する予定です。

予約・相談センター（☎024

※平日午前９時から午後７時まで

飯舘村相談窓口（健康福祉課・いちばん館内☎

※平日の午前９時から午後４時まで

受診相談センター（☎0120

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ヨガ・健康体操教室のお知らせ
 

齋藤政行）では、健康体操教室を行っています。

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（火） 

○持ち物…飲み物、ヨガマット（※無料で貸し出しも行います。）

師…健康体操：吉井雅彦先生（快フィットネス研究所）

ガ：千葉留美子先生（ヨガ講師）

2801-3687

『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。お気軽に

10 時 30

容…『誤嚥性肺炎と口腔ケアの講話』及びレクリエーション等

日（金）まで、飯舘村サポートセンター「つながっぺ」

にお申し込みください。 

飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（☎

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、鈴木芳喜弁護士による「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１時 15 分から午後３時

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

飯舘村社会福祉協議会（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。

相談は無料です。ご利用ください。 

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お申込みください。

※予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

024-534-7502

新型コロナウイルス感染症

ワクチン接種について

村内・福島市にお住まいの 65 歳以上の方を対象とした

ロナウイルスのワクチン接種が、５月

います。福島市の『新型コロナワクチン予約・相談センター』へ

の電話またはインターネットから予約できます。

なお、村内にお住まいの方の世帯へは、「接種希望の有無」、

「交通手段の有無」、「接種日時の意向」など、

問して意向調査をさせていただく予定です。

※調査員は、６月中旬までには全世帯を訪問する予定です。

024-573-

※平日午前９時から午後７時まで 

飯舘村相談窓口（健康福祉課・いちばん館内☎

※平日の午前９時から午後４時まで

0120-567-747

ヨガ・健康体操教室のお知らせ

齋藤政行）では、健康体操教室を行っています。

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。

場 

交流センター

「ふれ愛館」

○持ち物…飲み物、ヨガマット（※無料で貸し出しも行います。）

師…健康体操：吉井雅彦先生（快フィットネス研究所）

ガ：千葉留美子先生（ヨガ講師）

3687） 

『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。お気軽に

30 分から午後

容…『誤嚥性肺炎と口腔ケアの講話』及びレクリエーション等

日（金）まで、飯舘村サポートセンター「つながっぺ」

飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（☎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、鈴木芳喜弁護士による「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。

分から午後３時

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

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎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。

午後１時～午後４時 

まで福島県司法書士会にお申込みください。

※予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

7502） 

新型コロナウイルス感染症

ワクチン接種について

歳以上の方を対象とした

ロナウイルスのワクチン接種が、５月 17 日（月）から始まって

います。福島市の『新型コロナワクチン予約・相談センター』へ

の電話またはインターネットから予約できます。

なお、村内にお住まいの方の世帯へは、「接種希望の有無」、

「交通手段の有無」、「接種日時の意向」など、

問して意向調査をさせていただく予定です。 

※調査員は、６月中旬までには全世帯を訪問する予定です。

-1181） 

 

飯舘村相談窓口（健康福祉課・いちばん館内☎

※平日の午前９時から午後４時まで 

747）毎日

ヨガ・健康体操教室のお知らせ

齋藤政行）では、健康体操教室を行っています。

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。

 所 

交流センター 

「ふれ愛館」 

○持ち物…飲み物、ヨガマット（※無料で貸し出しも行います。）

師…健康体操：吉井雅彦先生（快フィットネス研究所）

ガ：千葉留美子先生（ヨガ講師） 

『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。お気軽に

分から午後 1

容…『誤嚥性肺炎と口腔ケアの講話』及びレクリエーション等

日（金）まで、飯舘村サポートセンター「つながっぺ」

0244-26-

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、鈴木芳喜弁護士による「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。

分から午後３時

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 

-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。

 

まで福島県司法書士会にお申込みください。

※予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

 

新型コロナウイルス感染症

ワクチン接種について 

歳以上の方を対象とした

日（月）から始まって

います。福島市の『新型コロナワクチン予約・相談センター』へ

の電話またはインターネットから予約できます。 

なお、村内にお住まいの方の世帯へは、「接種希望の有無」、

「交通手段の有無」、「接種日時の意向」など、調査員が直接訪

※調査員は、６月中旬までには全世帯を訪問する予定です。

 

飯舘村相談窓口（健康福祉課・いちばん館内☎0244

）毎日 24 時間対応

ヨガ・健康体操教室のお知らせ 

齋藤政行）では、健康体操教室を行っています。

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。

 

 

健康体操

ヨガ教室

○持ち物…飲み物、ヨガマット（※無料で貸し出しも行います。）

師…健康体操：吉井雅彦先生（快フィットネス研究所）

『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。お気軽に

1 時 30 分

容…『誤嚥性肺炎と口腔ケアの講話』及びレクリエーション等

日（金）まで、飯舘村サポートセンター「つながっぺ」

-5207） 

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、鈴木芳喜弁護士による「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。 

分から午後３時 

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。

まで福島県司法書士会にお申込みください。

※予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。 

新型コロナウイルス感染症 

 

歳以上の方を対象とした

日（月）から始まって

います。福島市の『新型コロナワクチン予約・相談センター』へ

 

なお、村内にお住まいの方の世帯へは、「接種希望の有無」、

調査員が直接訪

※調査員は、６月中旬までには全世帯を訪問する予定です。

0244-26

時間対応

 

齋藤政行）では、健康体操教室を行っています。

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。

内 容 

健康体操

ヨガ教室

○持ち物…飲み物、ヨガマット（※無料で貸し出しも行います。） 

師…健康体操：吉井雅彦先生（快フィットネス研究所） 

『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。お気軽に

分 

容…『誤嚥性肺炎と口腔ケアの講話』及びレクリエーション等

日（金）まで、飯舘村サポートセンター「つながっぺ」

 

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、鈴木芳喜弁護士による「心配ごと相談」を下記

 

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。

まで福島県司法書士会にお申込みください。

 

歳以上の方を対象とした新型コ

日（月）から始まって

います。福島市の『新型コロナワクチン予約・相談センター』へ

なお、村内にお住まいの方の世帯へは、「接種希望の有無」、

調査員が直接訪

※調査員は、６月中旬までには全世帯を訪問する予定です。 

26-7911）

時間対応 

齋藤政行）では、健康体操教室を行っています。 

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。 
 

健康体操 

ヨガ教室 

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。お気軽に

容…『誤嚥性肺炎と口腔ケアの講話』及びレクリエーション等 

日（金）まで、飯舘村サポートセンター「つながっぺ」

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、鈴木芳喜弁護士による「心配ごと相談」を下記 

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。

まで福島県司法書士会にお申込みください。 

新型コ

日（月）から始まって

います。福島市の『新型コロナワクチン予約・相談センター』へ

なお、村内にお住まいの方の世帯へは、「接種希望の有無」、

調査員が直接訪

） 


