
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 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 965 号 令和３年６月５日 

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、送付元に戻ってきてしまいます。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など。 

問住民課税務係（☎0244-42-1615） 

『はやま湖花火大会』開催見合わせについて 
 村では、本年７月に開催を予定していた『はやま湖花火大会』に向け

て検討を進めておりましたが、この度の新型コロナウイルス感染症の拡

大の収束が見通せないことから、７月の開催を見合わせることとしまし

たのでお知らせします。新型コロナウイルス感染症の拡大収束の見通し

が立った段階で、あらためて開催を検討いたします。何卒、ご理解いた

だきますようお願いいたします。 

問村づくり推進課定住交流係（☎0244-42-1622） 

狩猟免許取得に係る経費の一部を補助します 
 村では、今年度新たに狩猟免許を取得する方に対して、免許取得経費

の一部を補助します。詳しくは農政第二係までお問合せください。 

 なお、今年度の試験日等は下記のとおりとなります。申込み方法につ

いては、福島県ホームページをご覧になるか、福島県相双地方振興局へ

お問合せください。 

○第１回 令和３年 ７月 ３日（土）会津若松市アピオスペース 

（わな猟のみ） 

○第２回 令和３年 ８月 ７日（土）郡山市労働福祉会館（全て） 

○第３回 令和３年 ８月 29 日（日）郡山市労働福祉会館（全て） 

○第４回 令和３年 ９月 19 日（日）福島県青少年会館（わな猟のみ） 

○第５回 令和３年 11 月 27 日（土）郡山市労働福祉会館（全て） 

問産業振興課農政第二係（☎0244-42-1625） 

 福島県相双地方振興局（☎0244-26-1144） 

児童手当現況届を提出してください 
児童手当を受給している方は、毎年６月１日現在の状況を報告する現

況届を６月 30 日(水)までに村に提出していただく必要があります。現況

届の提出がない場合は、６月以降の児童手当が受けられなくなりますのでご

注意ください。 

【現況届の方法】 

村から郵送された届書を必要書類と一緒に返送いただくか、いちばん館

までご持参ください。 

【現況届に必要な書類】 

①社会保険加入者の方は受給者と児童の健康保険者証の写し 

※各保険証写しの「記号・番号」、「保険者番号」を塗りつぶして送付ください。 

②令和３年１月１日現在、村に住所登録がなかった方は、前住所地の市

町村長が発行する児童手当用所得証明書（令和３年度課税の令和２年

分のもの） 

問健康福祉課福祉係 (いちばん館内☎0244-42-1633) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

土地改良区からのお知らせ 

水路等の現地調査を実施しています 

村改良区では、水利施設の現地調査を実施しています。下記日程で

調査員が現場に入りますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

○調査委託先…福島県土地改良事業団体連合会（水土里ネット福島） 

○調 査 箇 所…小宮、八木沢・芦原、大倉、佐須、飯樋町、前田・八和木、

大久保・外内、上飯樋、比曽（９行政区） 

○調 査 内 容…水路等の水利施設の視認調査 

○実 施 期 間…令和３年５月下旬～令和４年３月下旬 

問飯舘村土地改良区（産業振興課内☎0244-42-1625） 

令和３年度総合健康診査のお知らせ 
 

下記の日程で 16 歳以上の村民を対象に集団健診を行います。集団健

診は混雑が予想されますので、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

防止のため、７月から予定されている医療機関での健診の受診もご検討く

ださい。なお、医療機関での健診については、６月下旬に届く健診案内

をご確認ください。 

（※新型コロナウイルス感染症の状況により、延期する場合もあります。

その際はお知らせ版や村ホームページでお知らせいたします。） 
 

月日 受付時間 対象行政区 

７月 14 日 

（水） 

午前８時 ～ 午前９時 二枚橋・須萱 

午前９時 ～ 午前 10 時 臼石、前田 

午前 10時 ～ 午前 11 時 蕨平、関根・松塚 

午後１時 ～ 午後２時 上記行政区のうち※１ 

７月 15 日 

（木） 

午前８時 ～ 午前９時 長泥 

午前９時 ～ 午前 10 時 比曽 

午前 10時 ～ 午前 11 時 上飯樋 

午後１時 ～ 午後２時 上記行政区のうち※１ 

７月 18 日 

（日） 

午前８時 ～ 午前９時 
平日の受診が難しい方が対

象となります。 
午前９時 ～ 午前 10 時 

午前 10時 ～ 午前 11 時 

７月 19 日 

（月） 

午前８時 ～ 午前９時 前田・八和木、大久保・外内 

午前９時 ～ 午前 10 時 飯樋町 

午前 10時 ～ 午前 11 時 宮内 

午後１時 ～ 午後２時 上記行政区のうち※１ 

７月 20 日 

（火） 

午前８時 ～ 午前９時 八木沢・芦原、大倉、佐須 

午前９時 ～ 午前 10 時 小宮 

午前 10時 ～ 午前 11 時 関沢 

午後１時 ～ 午後２時 上記行政区のうち※１ 

７月 21 日 

（水） 

午前８時 ～ 午前９時 伊丹沢 

午前９時 ～ 午前 10 時 深谷 

午前 10時 ～ 午前 11 時 草野 

午後１時 ～ 午後２時 上記行政区のうち※１ 

※１は胃がん検診を受けない方が対象となります。 
 

○受  付…ビレッジハウス（役場西側・旧ほんの森いいたて） 

 受付で仮番号札をお渡ししますので、最初にビレッジハウスにお越 

しください。お車でお越しの際は、ビレッジハウス西側の駐車場をご 

利用ください。 

○健診会場…いちばん館 

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1638） 

６ 月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔 予 定 〕 

６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。 

◆６月 11 日（金）……………………開会 

◆６月 15 日（火）・16 日（水）……一般質問 

◆６月 18 日（金）……………………議案審議・閉会 

○場   所……………………………飯舘村役場２階議場 

問飯舘村議会事務局（☎0244-42-1628） 



いての相談会を行っています。

悩み・不安が軽くなることで、気持ちがほっとし、楽しく子育てできる

ようにサポートします。事前予約制のため、希望される方は６月

までに健康係へお問合せください。

○日時…

○場所…

○講師…

問
 

村教育委員会へ持参・または郵送してください。詳細については下記ま

でお問合せください。

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

村では、小児科医師や言語聴覚士、臨床心理士による発達や言葉につ

いての相談会を行っています。

お子さんの健やかな成長発達を支援するとともに、保護者の子育ての

悩み・不安が軽くなることで、気持ちがほっとし、楽しく子育てできる

ようにサポートします。事前予約制のため、希望される方は６月

までに健康係へお問合せください。

○日時…

○場所…

○講師…

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎

村では、学校給食調理員を募集します。

村教育委員会へ持参・または郵送してください。詳細については下記ま

でお問合せください。

問飯舘村教育委員会（

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
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【宅地】（地上から１
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１ 
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子育てほっと相談会のご案内
村では、小児科医師や言語聴覚士、臨床心理士による発達や言葉につ

いての相談会を行っています。

お子さんの健やかな成長発達を支援するとともに、保護者の子育ての

悩み・不安が軽くなることで、気持ちがほっとし、楽しく子育てできる

ようにサポートします。事前予約制のため、希望される方は６月

までに健康係へお問合せください。

○日時…６月 22

午後１時～午後４時

○場所…いいたて活性化センター「いちばん館」

○講師…高田衣恵先生（言語聴覚士）

穂積美奈子先生（臨床心理士）

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

学校給食調理員を募集します
村では、学校給食調理員を募集します。

村教育委員会へ持参・または郵送してください。詳細については下記ま

でお問合せください。

飯舘村教育委員会（

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

子育てほっと相談会のご案内
村では、小児科医師や言語聴覚士、臨床心理士による発達や言葉につ

いての相談会を行っています。

お子さんの健やかな成長発達を支援するとともに、保護者の子育ての

悩み・不安が軽くなることで、気持ちがほっとし、楽しく子育てできる

ようにサポートします。事前予約制のため、希望される方は６月

までに健康係へお問合せください。

22 日（火）

午後１時～午後４時

いいたて活性化センター「いちばん館」

高田衣恵先生（言語聴覚士）

穂積美奈子先生（臨床心理士）

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

学校給食調理員を募集します
村では、学校給食調理員を募集します。

村教育委員会へ持参・または郵送してください。詳細については下記ま

でお問合せください。 

飯舘村教育委員会（☎

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

子育てほっと相談会のご案内
村では、小児科医師や言語聴覚士、臨床心理士による発達や言葉につ

いての相談会を行っています。

お子さんの健やかな成長発達を支援するとともに、保護者の子育ての

悩み・不安が軽くなることで、気持ちがほっとし、楽しく子育てできる

ようにサポートします。事前予約制のため、希望される方は６月

までに健康係へお問合せください。

日（火） 

午後１時～午後４時 30

いいたて活性化センター「いちばん館」

高田衣恵先生（言語聴覚士）

穂積美奈子先生（臨床心理士）

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

学校給食調理員を募集します
村では、学校給食調理員を募集します。

村教育委員会へ持参・または郵送してください。詳細については下記ま

 

☎0244-

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 

子育てほっと相談会のご案内
村では、小児科医師や言語聴覚士、臨床心理士による発達や言葉につ

いての相談会を行っています。 

お子さんの健やかな成長発達を支援するとともに、保護者の子育ての

悩み・不安が軽くなることで、気持ちがほっとし、楽しく子育てできる

ようにサポートします。事前予約制のため、希望される方は６月

までに健康係へお問合せください。 

30 分（１人１時間程度）

いいたて活性化センター「いちばん館」

高田衣恵先生（言語聴覚士）

穂積美奈子先生（臨床心理士）

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

学校給食調理員を募集します
村では、学校給食調理員を募集します。

村教育委員会へ持参・または郵送してください。詳細については下記ま

-42-1631

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）

５月 19

１ｍ

 0.21

0.32

 0.27

0.23

0.28

 0.33

0.16

0.17

0.10

 0.31

 0.21

0.21

0.35

0.24

0.95

0.36

0.17

0.30

0.31

0.22

cm の高さで測定）

５月 19

１ｍ

 0.14

0.21

 0.12

0.25

0.31

 0.17

0.12

0.27

0.18

0.18

0.16

0.18

0.09

 0.18

0.51

0.38

 0.14

0.18

 0.17

0.09

子育てほっと相談会のご案内
村では、小児科医師や言語聴覚士、臨床心理士による発達や言葉につ

お子さんの健やかな成長発達を支援するとともに、保護者の子育ての

悩み・不安が軽くなることで、気持ちがほっとし、楽しく子育てできる

ようにサポートします。事前予約制のため、希望される方は６月

 

分（１人１時間程度）

いいたて活性化センター「いちばん館」

高田衣恵先生（言語聴覚士） 

穂積美奈子先生（臨床心理士） 

健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42

学校給食調理員を募集します
村では、学校給食調理員を募集します。６月

村教育委員会へ持参・または郵送してください。詳細については下記ま

1631） 

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）

19、24

１ｍ １

0.21 0.21

0.32 0.35

0.27 0.23

0.23 0.16

0.28 0.30

0.33 0.36

0.16 0.17

0.17 0.16

0.10 0.13

0.31 0.31

0.21 0.19

0.21 0.23

0.35 0.33

0.24 0.27

0.95 1.41

0.36 0.27

0.17 0.16

0.30 0.26

0.31 0.35

0.22 0.23

の高さで測定）

19、24

１ｍ １

0.14 0.15

0.21 0.23

0.12 0.10

0.25 0.22

0.31 0.41

0.17 0.14

0.12 0.11

0.27 0.25

0.18 0.15

0.18 0.14

0.16 0.15

0.18 0.16

0.09 0.11

0.18 0.15

0.51 0.43

0.38 0.32

0.14 0.13

0.18 0.18

0.17 0.12

0.09 0.09

子育てほっと相談会のご案内
村では、小児科医師や言語聴覚士、臨床心理士による発達や言葉につ

お子さんの健やかな成長発達を支援するとともに、保護者の子育ての

悩み・不安が軽くなることで、気持ちがほっとし、楽しく子育てできる

ようにサポートします。事前予約制のため、希望される方は６月

分（１人１時間程度）

いいたて活性化センター「いちばん館」 

42-1637

学校給食調理員を募集します
６月 21 日（月）まで

村教育委員会へ持参・または郵送してください。詳細については下記ま

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） 

24 日（晴）

１cｍ 

0.21 

0.35 

0.23 

0.16 

0.30 

0.36 

0.17 

0.16 

0.13 

0.31 

0.19 

0.23 

0.33 

0.27 

1.41 

0.27 

0.16 

0.26 

0.35 

0.23 

の高さで測定） 

24 日（晴）

１cm 

0.15 

0.23 

0.10 

0.22 

0.41 

0.14 

0.11 

0.25 

0.15 

0.14 

0.15 

0.16 

0.11 

0.15 

0.43 

0.32 

0.13 

0.18 

0.12 

0.09 

子育てほっと相談会のご案内
村では、小児科医師や言語聴覚士、臨床心理士による発達や言葉につ

お子さんの健やかな成長発達を支援するとともに、保護者の子育ての

悩み・不安が軽くなることで、気持ちがほっとし、楽しく子育てできる

ようにサポートします。事前予約制のため、希望される方は６月

分（１人１時間程度） 

1637） 

学校給食調理員を募集します
日（月）まで

村教育委員会へ持参・または郵送してください。詳細については下記ま

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。

日（晴） 4 月 16

１ｍ 

0.19 

0.38 

0.28 

0.20 

0.33 

0.31 

0.16 

0.22 

0.14 

0.32 

0.19 

0.19 

0.29 

0.24 

1.03 

0.40 

0.16 

0.36 

0.31 

0.26 

日（晴） 4 月 16

１ｍ 

0.16 

0.21 

0.13 

0.22 

0.28 

0.17 

0.11 

0.24 

0.19 

0.26 

0.19 

0.17 

0.11 

0.18 

0.49 

0.38 

0.14 

0.19 

0.20 

0.13 

子育てほっと相談会のご案内    

村では、小児科医師や言語聴覚士、臨床心理士による発達や言葉につ

お子さんの健やかな成長発達を支援するとともに、保護者の子育ての

悩み・不安が軽くなることで、気持ちがほっとし、楽しく子育てできる

ようにサポートします。事前予約制のため、希望される方は６月11

学校給食調理員を募集します  

日（月）までに履歴書を

村教育委員会へ持参・または郵送してください。詳細については下記ま

 

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。 

16、21 日（晴

 １c

 0.23

 0.4

 0.2

 0.18

 0.3

 0.3

 0.18

 0.20

 0.1

 0.3

 0.1

 0.1

 0.32

 0.2

 1.06

 0.3

 0.13

 0.46

 0.33

 0.27

16、21 日（晴

 １cm

 0.1

 0.2

 0.13

 0.2

 0.2

 0.1

 0.10

 0.2

 0.15

 0.2

 0.1

 0.1

 0.10

 0.1

 0.4

 0.36

 0.1

 0.1

 0.1

 0.1

村では、小児科医師や言語聴覚士、臨床心理士による発達や言葉につ 

お子さんの健やかな成長発達を支援するとともに、保護者の子育ての 

悩み・不安が軽くなることで、気持ちがほっとし、楽しく子育てできる

11日（金）

に履歴書を

村教育委員会へ持参・または郵送してください。詳細については下記ま

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）

cｍ 

0.23 

48 

0.24 

0.18 

0.38 

0.36 

18 

0.20 

0.16 

0.32 

0.19 

0.16 

32 

0.26 

06 

0.32 

0.13 

46 

33 

27 

日（晴）

cm 

0.15 

0.24 

0.13 

0.23 

0.20 

0.15 

0.10 

0.20 

0.15 

0.29 

0.17 

0.18 

0.10 

0.16 

0.44 

36 

0.12 

0.19 

0.16 

0.10 

 

 

 

飯舘村で採取した山菜は食べないでください
  村の野生の山菜には摂取制限及び出荷制限が出ています。野生の山

菜は食べたり、誰かに譲ったりしないでください。

  また、栽培ものの山菜を販売する予定の方は、あらかじめ農政第二

係までご相談ください。

問産業振興課農政第二係（☎

   

令和３年に飼料作物等（飼料作物、麦、大豆、飼料用米、

なたね）を作付する方は、県事業「稲作経営体支援事業」の対象とな

る場合があります。申請にあたっては、対象地目は田のみ、対象作物

を令和２年主食用米作付面積の

面積を維持・拡大する等の要件がありますので、詳細については農政

第二係までお問合わせください。

○申請期限…６月

問産業振興課農政第二係（

   

樹木医の鈴木先生による寄せ植え教室を開催します。今回は、夏を

楽しむ寄せ植えです。花木の手入れ指導もあります。

○と

○ところ…交流センターふれ愛館（ホール）

○講

○参加費…１人

○定

      

○準備物…ビニール手袋、エプロン、筆記用具

参加される方は６月

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合がありま

す。

 問生涯学習課（ふれ愛館☎
 

 

未就園児のお子さんとその保護者の皆さんを対象に、園舎開放を行

います。新型コロナウイルス感染症対策のため、園児との交流はあり

ませんが、こども園の様子を見たり、遊具で遊んだりして楽しんでく

ださい。

○日

○場

○持ち物…飲み物

○申込み…

※新型コロナウイルス感染症の状況により、変更・中止と

なる場合があります。

問までいの里のこども園（☎

 

  

 
 

 村社会福祉協議会では、草刈りのニーズが多くなるこれからの時期

に備え、

以上の

の草刈りにご協力ください。詳細は、村社会福祉協議会までお問合わ

せください。

○活動範囲…飯舘村内のみ

○保

○活

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

 

どなたでも参加できます。お気軽にご参加ください。

○日時…６月８日（火）午前

○場所…永井川集会所（福島市）

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合がありま

す。

申込・問

日常生活支援（地域お助け合い）事業における

飯舘村で採取した山菜は食べないでください
村の野生の山菜には摂取制限及び出荷制限が出ています。野生の山

菜は食べたり、誰かに譲ったりしないでください。

また、栽培ものの山菜を販売する予定の方は、あらかじめ農政第二

係までご相談ください。

産業振興課農政第二係（☎

稲作経営体支援事業について
 

令和３年に飼料作物等（飼料作物、麦、大豆、飼料用米、

なたね）を作付する方は、県事業「稲作経営体支援事業」の対象とな

る場合があります。申請にあたっては、対象地目は田のみ、対象作物

を令和２年主食用米作付面積の

面積を維持・拡大する等の要件がありますので、詳細については農政

第二係までお問合わせください。

○申請期限…６月

産業振興課農政第二係（

 

樹木医の鈴木先生による寄せ植え教室を開催します。今回は、夏を

楽しむ寄せ植えです。花木の手入れ指導もあります。

○と き…７月９日（金）

○ところ…交流センターふれ愛館（ホール）

○講 師…鈴木俊行先生（樹木医）

○参加費…１人

○定 員…

      

○準備物…ビニール手袋、エプロン、筆記用具

参加される方は６月

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合がありま

す。 

生涯学習課（ふれ愛館☎

こども園に遊びに来てください♪

未就園児のお子さんとその保護者の皆さんを対象に、園舎開放を行

います。新型コロナウイルス感染症対策のため、園児との交流はあり

ませんが、こども園の様子を見たり、遊具で遊んだりして楽しんでく

ださい。 

○日 時…

○場 所…までいの里のこども園（伊丹沢字山田

○持ち物…飲み物

○申込み…

※新型コロナウイルス感染症の状況により、変更・中止と

なる場合があります。

までいの里のこども園（☎

村社会福祉協議会では、草刈りのニーズが多くなるこれからの時期

に備え、草刈りボランティアを募集します。

以上の高齢者

の草刈りにご協力ください。詳細は、村社会福祉協議会までお問合わ

せください。

○活動範囲…飯舘村内のみ

○保  険…万が一の事故、ケガに備えてボランティア保険に加入し

○活 動 費…活動時間等に応じてお支払いします。（

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

ゆかいなしあわせカフェ永井川のお知らせ

どなたでも参加できます。お気軽にご参加ください。

○日時…６月８日（火）午前

○場所…永井川集会所（福島市）

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合がありま

す。 

申込・問代表世話人

日常生活支援（地域お助け合い）事業における

飯舘村で採取した山菜は食べないでください
村の野生の山菜には摂取制限及び出荷制限が出ています。野生の山

菜は食べたり、誰かに譲ったりしないでください。

また、栽培ものの山菜を販売する予定の方は、あらかじめ農政第二

係までご相談ください。

産業振興課農政第二係（☎

稲作経営体支援事業について

令和３年に飼料作物等（飼料作物、麦、大豆、飼料用米、

なたね）を作付する方は、県事業「稲作経営体支援事業」の対象とな

る場合があります。申請にあたっては、対象地目は田のみ、対象作物

を令和２年主食用米作付面積の

面積を維持・拡大する等の要件がありますので、詳細については農政

第二係までお問合わせください。

○申請期限…６月

産業振興課農政第二係（

『寄せ植え教室』参加者募集

樹木医の鈴木先生による寄せ植え教室を開催します。今回は、夏を

楽しむ寄せ植えです。花木の手入れ指導もあります。

き…７月９日（金）

○ところ…交流センターふれ愛館（ホール）

師…鈴木俊行先生（樹木医）

○参加費…１人 

員…40 名（男女問わず、お友達、親子でもご参加ください）

      ※定員になり次第締切らせていただきます。

○準備物…ビニール手袋、エプロン、筆記用具

参加される方は６月

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合がありま

生涯学習課（ふれ愛館☎

こども園に遊びに来てください♪

未就園児のお子さんとその保護者の皆さんを対象に、園舎開放を行

います。新型コロナウイルス感染症対策のため、園児との交流はあり

ませんが、こども園の様子を見たり、遊具で遊んだりして楽しんでく

 

時…６月 18

※受付は午前９時

所…までいの里のこども園（伊丹沢字山田

○持ち物…飲み物

○申込み…６月 11

さい。

※新型コロナウイルス感染症の状況により、変更・中止と

なる場合があります。

までいの里のこども園（☎

村社会福祉協議会では、草刈りのニーズが多くなるこれからの時期

草刈りボランティアを募集します。

高齢者（ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯）

の草刈りにご協力ください。詳細は、村社会福祉協議会までお問合わ

せください。 

○活動範囲…飯舘村内のみ

険…万が一の事故、ケガに備えてボランティア保険に加入し

ます。

費…活動時間等に応じてお支払いします。（

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

ゆかいなしあわせカフェ永井川のお知らせ

どなたでも参加できます。お気軽にご参加ください。

○日時…６月８日（火）午前

○場所…永井川集会所（福島市）

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合がありま

代表世話人

日常生活支援（地域お助け合い）事業における

草刈りボランティアを募集します

飯舘村で採取した山菜は食べないでください
村の野生の山菜には摂取制限及び出荷制限が出ています。野生の山

菜は食べたり、誰かに譲ったりしないでください。

また、栽培ものの山菜を販売する予定の方は、あらかじめ農政第二

係までご相談ください。 

産業振興課農政第二係（☎

稲作経営体支援事業について

令和３年に飼料作物等（飼料作物、麦、大豆、飼料用米、

なたね）を作付する方は、県事業「稲作経営体支援事業」の対象とな

る場合があります。申請にあたっては、対象地目は田のみ、対象作物

を令和２年主食用米作付面積の

面積を維持・拡大する等の要件がありますので、詳細については農政

第二係までお問合わせください。

○申請期限…６月 10 日（木）まで

産業振興課農政第二係（

『寄せ植え教室』参加者募集

樹木医の鈴木先生による寄せ植え教室を開催します。今回は、夏を

楽しむ寄せ植えです。花木の手入れ指導もあります。

き…７月９日（金）

○ところ…交流センターふれ愛館（ホール）

師…鈴木俊行先生（樹木医）

 2,500 円

名（男女問わず、お友達、親子でもご参加ください）

※定員になり次第締切らせていただきます。

○準備物…ビニール手袋、エプロン、筆記用具

参加される方は６月23日（水）までに生涯学習課へお申込みください。

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合がありま

生涯学習課（ふれ愛館☎

こども園に遊びに来てください♪

未就園児のお子さんとその保護者の皆さんを対象に、園舎開放を行

います。新型コロナウイルス感染症対策のため、園児との交流はあり

ませんが、こども園の様子を見たり、遊具で遊んだりして楽しんでく

18 日（金）

※受付は午前９時

所…までいの里のこども園（伊丹沢字山田

○持ち物…飲み物 等 

11 日（金）まで

さい。 

※新型コロナウイルス感染症の状況により、変更・中止と

なる場合があります。 

までいの里のこども園（☎

村社会福祉協議会では、草刈りのニーズが多くなるこれからの時期

草刈りボランティアを募集します。

（ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯）

の草刈りにご協力ください。詳細は、村社会福祉協議会までお問合わ

○活動範囲…飯舘村内のみ

険…万が一の事故、ケガに備えてボランティア保険に加入し

ます。 

費…活動時間等に応じてお支払いします。（

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

ゆかいなしあわせカフェ永井川のお知らせ

どなたでも参加できます。お気軽にご参加ください。

○日時…６月８日（火）午前

○場所…永井川集会所（福島市）

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合がありま

代表世話人 佐藤俊雄（☎

日常生活支援（地域お助け合い）事業における

草刈りボランティアを募集します

飯舘村で採取した山菜は食べないでください
村の野生の山菜には摂取制限及び出荷制限が出ています。野生の山

菜は食べたり、誰かに譲ったりしないでください。

また、栽培ものの山菜を販売する予定の方は、あらかじめ農政第二

 

産業振興課農政第二係（☎0244

稲作経営体支援事業について

令和３年に飼料作物等（飼料作物、麦、大豆、飼料用米、

なたね）を作付する方は、県事業「稲作経営体支援事業」の対象とな

る場合があります。申請にあたっては、対象地目は田のみ、対象作物

を令和２年主食用米作付面積の

面積を維持・拡大する等の要件がありますので、詳細については農政

第二係までお問合わせください。

日（木）まで 

産業振興課農政第二係（☎0244

『寄せ植え教室』参加者募集

樹木医の鈴木先生による寄せ植え教室を開催します。今回は、夏を

楽しむ寄せ植えです。花木の手入れ指導もあります。

き…７月９日（金） 午後１時

○ところ…交流センターふれ愛館（ホール）

師…鈴木俊行先生（樹木医）

円 （材料費）

名（男女問わず、お友達、親子でもご参加ください）

※定員になり次第締切らせていただきます。

○準備物…ビニール手袋、エプロン、筆記用具

日（水）までに生涯学習課へお申込みください。

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合がありま

生涯学習課（ふれ愛館☎0244-

こども園に遊びに来てください♪

未就園児のお子さんとその保護者の皆さんを対象に、園舎開放を行

います。新型コロナウイルス感染症対策のため、園児との交流はあり

ませんが、こども園の様子を見たり、遊具で遊んだりして楽しんでく

日（金） 午前９時～午前

※受付は午前９時 10

所…までいの里のこども園（伊丹沢字山田

日（金）までに下記こども園まで電話でお申込みくだ

※新型コロナウイルス感染症の状況により、変更・中止と

 

までいの里のこども園（☎0244

村社会福祉協議会では、草刈りのニーズが多くなるこれからの時期

草刈りボランティアを募集します。

（ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯）

の草刈りにご協力ください。詳細は、村社会福祉協議会までお問合わ

○活動範囲…飯舘村内のみ 

険…万が一の事故、ケガに備えてボランティア保険に加入し

費…活動時間等に応じてお支払いします。（

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

ゆかいなしあわせカフェ永井川のお知らせ

どなたでも参加できます。お気軽にご参加ください。

○日時…６月８日（火）午前 10

○場所…永井川集会所（福島市）

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合がありま

佐藤俊雄（☎

日常生活支援（地域お助け合い）事業における

草刈りボランティアを募集します

飯舘村で採取した山菜は食べないでください
村の野生の山菜には摂取制限及び出荷制限が出ています。野生の山

菜は食べたり、誰かに譲ったりしないでください。

また、栽培ものの山菜を販売する予定の方は、あらかじめ農政第二

0244-42-1625
 

稲作経営体支援事業について

令和３年に飼料作物等（飼料作物、麦、大豆、飼料用米、

なたね）を作付する方は、県事業「稲作経営体支援事業」の対象とな

る場合があります。申請にあたっては、対象地目は田のみ、対象作物

を令和２年主食用米作付面積の 10％以上作付する、令和５年まで作付

面積を維持・拡大する等の要件がありますので、詳細については農政

第二係までお問合わせください。 

 

0244-42-1625
 

『寄せ植え教室』参加者募集

樹木医の鈴木先生による寄せ植え教室を開催します。今回は、夏を

楽しむ寄せ植えです。花木の手入れ指導もあります。

午後１時 30

○ところ…交流センターふれ愛館（ホール）

師…鈴木俊行先生（樹木医） 

（材料費） 

名（男女問わず、お友達、親子でもご参加ください）

※定員になり次第締切らせていただきます。

○準備物…ビニール手袋、エプロン、筆記用具

日（水）までに生涯学習課へお申込みください。

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合がありま

-42-0072

こども園に遊びに来てください♪

未就園児のお子さんとその保護者の皆さんを対象に、園舎開放を行

います。新型コロナウイルス感染症対策のため、園児との交流はあり

ませんが、こども園の様子を見たり、遊具で遊んだりして楽しんでく

午前９時～午前

10 分まで

所…までいの里のこども園（伊丹沢字山田

に下記こども園まで電話でお申込みくだ

※新型コロナウイルス感染症の状況により、変更・中止と

0244-42-0229

村社会福祉協議会では、草刈りのニーズが多くなるこれからの時期

草刈りボランティアを募集します。

（ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯）

の草刈りにご協力ください。詳細は、村社会福祉協議会までお問合わ

険…万が一の事故、ケガに備えてボランティア保険に加入し

費…活動時間等に応じてお支払いします。（

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

ゆかいなしあわせカフェ永井川のお知らせ

どなたでも参加できます。お気軽にご参加ください。

10 時～ 

○場所…永井川集会所（福島市） 

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合がありま

佐藤俊雄（☎090

日常生活支援（地域お助け合い）事業における

草刈りボランティアを募集します

飯舘村で採取した山菜は食べないでください
村の野生の山菜には摂取制限及び出荷制限が出ています。野生の山

菜は食べたり、誰かに譲ったりしないでください。

また、栽培ものの山菜を販売する予定の方は、あらかじめ農政第二

1625） 

稲作経営体支援事業について

令和３年に飼料作物等（飼料作物、麦、大豆、飼料用米、

なたね）を作付する方は、県事業「稲作経営体支援事業」の対象とな

る場合があります。申請にあたっては、対象地目は田のみ、対象作物

％以上作付する、令和５年まで作付

面積を維持・拡大する等の要件がありますので、詳細については農政

1625） 

『寄せ植え教室』参加者募集

樹木医の鈴木先生による寄せ植え教室を開催します。今回は、夏を

楽しむ寄せ植えです。花木の手入れ指導もあります。

30 分～午後３時

○ところ…交流センターふれ愛館（ホール） 

 

名（男女問わず、お友達、親子でもご参加ください）

※定員になり次第締切らせていただきます。

○準備物…ビニール手袋、エプロン、筆記用具

日（水）までに生涯学習課へお申込みください。

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合がありま

0072） 

こども園に遊びに来てください♪

未就園児のお子さんとその保護者の皆さんを対象に、園舎開放を行

います。新型コロナウイルス感染症対策のため、園児との交流はあり

ませんが、こども園の様子を見たり、遊具で遊んだりして楽しんでく

午前９時～午前 10 時

分まで 

所…までいの里のこども園（伊丹沢字山田

に下記こども園まで電話でお申込みくだ

※新型コロナウイルス感染症の状況により、変更・中止と

0229） 

村社会福祉協議会では、草刈りのニーズが多くなるこれからの時期

草刈りボランティアを募集します。自力で

（ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯）

の草刈りにご協力ください。詳細は、村社会福祉協議会までお問合わ

険…万が一の事故、ケガに備えてボランティア保険に加入し

費…活動時間等に応じてお支払いします。（

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244

ゆかいなしあわせカフェ永井川のお知らせ

どなたでも参加できます。お気軽にご参加ください。

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合がありま

090-4885-

日常生活支援（地域お助け合い）事業における

草刈りボランティアを募集します

飯舘村で採取した山菜は食べないでください
村の野生の山菜には摂取制限及び出荷制限が出ています。野生の山

菜は食べたり、誰かに譲ったりしないでください。 

また、栽培ものの山菜を販売する予定の方は、あらかじめ農政第二

 

稲作経営体支援事業について

令和３年に飼料作物等（飼料作物、麦、大豆、飼料用米、

なたね）を作付する方は、県事業「稲作経営体支援事業」の対象とな

る場合があります。申請にあたっては、対象地目は田のみ、対象作物

％以上作付する、令和５年まで作付

面積を維持・拡大する等の要件がありますので、詳細については農政

 

『寄せ植え教室』参加者募集

樹木医の鈴木先生による寄せ植え教室を開催します。今回は、夏を

楽しむ寄せ植えです。花木の手入れ指導もあります。

分～午後３時

 

名（男女問わず、お友達、親子でもご参加ください）

※定員になり次第締切らせていただきます。

○準備物…ビニール手袋、エプロン、筆記用具 

日（水）までに生涯学習課へお申込みください。

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合がありま

こども園に遊びに来てください♪

未就園児のお子さんとその保護者の皆さんを対象に、園舎開放を行

います。新型コロナウイルス感染症対策のため、園児との交流はあり

ませんが、こども園の様子を見たり、遊具で遊んだりして楽しんでく

時 30 分

所…までいの里のこども園（伊丹沢字山田 380

に下記こども園まで電話でお申込みくだ

※新型コロナウイルス感染症の状況により、変更・中止と

 

村社会福祉協議会では、草刈りのニーズが多くなるこれからの時期

自力で草刈り等

（ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯）や障

の草刈りにご協力ください。詳細は、村社会福祉協議会までお問合わ

険…万が一の事故、ケガに備えてボランティア保険に加入し

費…活動時間等に応じてお支払いします。（4,000

0244-42-1021

ゆかいなしあわせカフェ永井川のお知らせ

どなたでも参加できます。お気軽にご参加ください。

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合がありま

9266） 

日常生活支援（地域お助け合い）事業における

草刈りボランティアを募集します

飯舘村で採取した山菜は食べないでください
村の野生の山菜には摂取制限及び出荷制限が出ています。野生の山

また、栽培ものの山菜を販売する予定の方は、あらかじめ農政第二

稲作経営体支援事業について 

令和３年に飼料作物等（飼料作物、麦、大豆、飼料用米、WCS

なたね）を作付する方は、県事業「稲作経営体支援事業」の対象とな

る場合があります。申請にあたっては、対象地目は田のみ、対象作物

％以上作付する、令和５年まで作付

面積を維持・拡大する等の要件がありますので、詳細については農政

『寄せ植え教室』参加者募集 !  

樹木医の鈴木先生による寄せ植え教室を開催します。今回は、夏を

楽しむ寄せ植えです。花木の手入れ指導もあります。 

分～午後３時 30 分

名（男女問わず、お友達、親子でもご参加ください）

※定員になり次第締切らせていただきます。 

日（水）までに生涯学習課へお申込みください。

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合がありま

こども園に遊びに来てください♪ 

未就園児のお子さんとその保護者の皆さんを対象に、園舎開放を行

います。新型コロナウイルス感染症対策のため、園児との交流はあり

ませんが、こども園の様子を見たり、遊具で遊んだりして楽しんでく

分  

380 番地）

に下記こども園まで電話でお申込みくだ

※新型コロナウイルス感染症の状況により、変更・中止と 

村社会福祉協議会では、草刈りのニーズが多くなるこれからの時期

草刈り等が困難な

や障がい

の草刈りにご協力ください。詳細は、村社会福祉協議会までお問合わ

険…万が一の事故、ケガに備えてボランティア保険に加入し

4,000 円～）

1021） 

ゆかいなしあわせカフェ永井川のお知らせ

どなたでも参加できます。お気軽にご参加ください。 

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合がありま

 

日常生活支援（地域お助け合い）事業における

草刈りボランティアを募集します 

飯舘村で採取した山菜は食べないでください
村の野生の山菜には摂取制限及び出荷制限が出ています。野生の山

また、栽培ものの山菜を販売する予定の方は、あらかじめ農政第二

WCS、そば、

なたね）を作付する方は、県事業「稲作経営体支援事業」の対象とな

る場合があります。申請にあたっては、対象地目は田のみ、対象作物

％以上作付する、令和５年まで作付

面積を維持・拡大する等の要件がありますので、詳細については農政

 

樹木医の鈴木先生による寄せ植え教室を開催します。今回は、夏を

分 

名（男女問わず、お友達、親子でもご参加ください）

日（水）までに生涯学習課へお申込みください。

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合がありま

 

未就園児のお子さんとその保護者の皆さんを対象に、園舎開放を行

います。新型コロナウイルス感染症対策のため、園児との交流はあり

ませんが、こども園の様子を見たり、遊具で遊んだりして楽しんでく

番地） 

に下記こども園まで電話でお申込みくだ

村社会福祉協議会では、草刈りのニーズが多くなるこれからの時期

が困難な 65

がい者世帯等

の草刈りにご協力ください。詳細は、村社会福祉協議会までお問合わ

険…万が一の事故、ケガに備えてボランティア保険に加入し

円～） 

ゆかいなしあわせカフェ永井川のお知らせ

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合がありま

日常生活支援（地域お助け合い）事業における

飯舘村で採取した山菜は食べないでください 
村の野生の山菜には摂取制限及び出荷制限が出ています。野生の山

また、栽培ものの山菜を販売する予定の方は、あらかじめ農政第二

、そば、

なたね）を作付する方は、県事業「稲作経営体支援事業」の対象とな

る場合があります。申請にあたっては、対象地目は田のみ、対象作物

％以上作付する、令和５年まで作付

面積を維持・拡大する等の要件がありますので、詳細については農政

樹木医の鈴木先生による寄せ植え教室を開催します。今回は、夏を

名（男女問わず、お友達、親子でもご参加ください） 

日（水）までに生涯学習課へお申込みください。 

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合がありま

未就園児のお子さんとその保護者の皆さんを対象に、園舎開放を行

います。新型コロナウイルス感染症対策のため、園児との交流はあり

ませんが、こども園の様子を見たり、遊具で遊んだりして楽しんでく

に下記こども園まで電話でお申込みくだ

村社会福祉協議会では、草刈りのニーズが多くなるこれからの時期

65 歳

者世帯等

の草刈りにご協力ください。詳細は、村社会福祉協議会までお問合わ

険…万が一の事故、ケガに備えてボランティア保険に加入し

ゆかいなしあわせカフェ永井川のお知らせ 

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合がありま

日常生活支援（地域お助け合い）事業における 


