
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 

 

 

 

 

 

 
 

                                                         

第 966号 令和３年６月 20日 

 

村内で内部被ばく検査を実施します 

村では、村内で内部被ばく検査を実施します。希望する方は、いちば 

ん館までお越しください。検査は検査車両内で実施します。 

〇日時…７月 14日（水）、15日（木）、18日（日）、19日（月）、20日（火）、

21日（水） 

午前８時 30分～午後３時（※18日のみ午前８時 30分～正午） 

〇場所…飯舘村役場 いちばん館 

※無料で行います。事前予約は不要です。 

ご不明な点は健康係までご連絡ください。 

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1637） 

ドッグランがオープンします！ 
 ７月 17日（土）午前 10時より、ふかや風の子広場の東側に、『いいたて

村のドッグラン わんこの庭のびのび』がオープンします！当日は、先着

10 頭のわんちゃんによるファーストランを予定しております。ぜひ愛犬

と一緒にご参加ください。 

○協力金…１頭 500円（道の駅にて納めていただきます） 

詳細は、７月５日号にチラシを同封しますので、ご覧ください。 

※新型コロナウイルス感染症の状況により、イベントは中止となる場合が 

ありますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

問村づくり推進課企画係（☎0244-42-1613） 

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、是非ご参加ください。 

〇日 時…①７月 ７日（水） ②７月 14日（水）  

③７月 21日（水） ④７月 28日（水）  

午前 10時 15分～午前 11時 45分 

〇場 所…交流センター「ふれ愛館」 

〇内 容…①メタボ予防（運動強度：中）②関節痛予防（運動強度:弱） 

③熱血教室（運動強度：強） ④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。 

〇講 師…健康運動指導士 滝口義光先生 

（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 ②動きやすい服装 ③運動靴 

※新型コロナウイルス感染症防止対策のため、参加される方は、体温を 

測定し、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。 

また、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 

すので、ご理解と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☎0244-42-1637） 

いいたてスポーツ公園 テニス教室  

 いいたてスポーツ公園テニスコートにおいて、テニス教室を開催しま

す。運動不足解消に、家族や友達と一緒に参加してみませんか。参加を

お待ちしています。詳しくは同封チラシをご覧ください。 

○日 時…７月 18日（日）午前９時～午前 11時 

○参加費…200円 

※参加される方は、体温を測定し、マスクを着用して参加してください。 

※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す。 

問生涯学習課（スポーツ公園管理棟 林☎0244-42-0152） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

個人線量計（Ｄ-シャトル）をお貸ししています  

 村では、ご希望の方に個人線量計（Ｄ-シャトル）をお貸ししています。 

これを携帯していただくと、ご自身の生活の中で、「いつ」「どこで」「何を 

すると」「どれだけ」放射線を受けたかを知ることができます。 

データの読み取りは、専門家が個別の説明・相談を行いますので、ご希 

望の方は農政第二係へお問合せください。 

問産業振興課農政第二係（☎0244-42-1625） 

 

ゆずカフェ開催のおしらせ  

 村では認知症の方やご家族、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。介護の合間の息抜き、悩み事の相談や情報交換 

など、おいしい飲み物を飲みながらおしゃべりしませんか？自分のため、 

家族のため…お元気なときから始める「終活」ミニ学習会もあります！お 

気軽にご参加ください。 

〇日 時…令和３年７月 14日（水）午後１時 30分～午後３時 

〇場 所…村カフェ 753（深谷字市沢 193-1） 

〇参加費…無料 

〇予 約…７月 12日（月）まで下記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す。 

問飯舘村地域包括支援センター（いちばん館内☎0244-42-1626） 

 

『わくわく農業体験塾』参加者募集！   

 村では、四季折々の野菜作り体験を通して飯舘の豊かな自然と触れ合い、 

収穫した作物を使った料理教室などで親睦を深め、ゆったりとした時の流 

れを満喫する『わくわく農業体験塾』を立ち上げます。 

 第１回の塾は７月３日（土）午前９時 30分より、交流センター「ふれ愛館」 

で開催し、その後は深谷地区の畑で、月数回作業します。（収穫期は当番 

制で頻繁に作業します） 

詳しくは同封チラシをご覧ください。 

○参加費…無料 ※20名限定の募集となります。 

詳細については下記までお問合せ、ご応募ください。 

※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す。 

問生涯学習課（ふれ愛館☎0244-42-0072） 

 

今 月 の 納 め も の 

○村県民税     １期  ６月 30日（水） 

納期限までに忘れずに納めましょう。 

便利な口座振替をご利用ください。 

問住民課税務係（☎0244-42-1615） 

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 関 連 情 報 

 ６月１日（火）～６月 30日（水）は福島県新型コロナウイルス

感染症重点対策期間です。引き続き、感染予防対策を徹底してくだ

さい。 

 新型コロナウイルスワクチン接種については、お住まいの市町

村ごとに接種の会場、時期、予約の方法等が異なります。村では、

１日も早く希望者全員が接種を完了できるよう、関係自治体、関係

機関と調整をした結果を、個別にご連絡しております。 

 ご不明な点、お問合せは村相談窓口までお願いいたします。 

問飯舘村相談窓口（健康福祉課内☎0244-26-7911） 

 ※平日の午前９時から午後４時まで 



食品中の放射性物質測定結果のお知らせ  

令和３年５月１日から 31 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

しておりますので、ご覧ください。 

１ 飲料水 

放射性セシウムの基準値「飲料水 10Ｂｑ／ℓ」 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 

検出 

最大値 
採取地 

井戸水・湧水等 ０ - - - 
 

 

２ 一般食品 

放射性セシウムの基準値 「一般食品 100Bq/kg」「乳児用食品 50Bq/kg」 

問産業振興課農政第二係（☎0244-42-1625） 

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会 
観戦事業の募集について 

福島あづま球場で開催される野球及びソフトボール試合観戦事業の参

加者を募集します。※詳しくは同封のチラシをご覧ください。 

〇対 象 者…飯舘村に住民票がある小・中学生とその保護者 

〇日  時…ソフトボール 

７月21日（水）午前９時～午後５時 

野球 

７月28日（水）正午～午後３時 

〇場  所…福島あづま球場 

〇申込期限…７月２日（金） 

※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（スポーツ公園管理棟☎0244-42-0152） 

 

一部損壊住宅修理支援補助金について 
村では、令和３年２月 13 日に発生した福島県沖を震源とする地震によ

って破損した住宅の修理を行った被災者に対して、補助金を支給します。 

○対象者（次のすべての要件を満たす方が対象となります。） 

①福島県沖地震により被害を受けた住宅に居住し、り災証明が「一部損

壊」の方 

②日常生活に必要な部分の修繕工事に 20万円以上（消費税込）を要した    

 方 

③自らの資力（資金）では修理できない方 

○補助対象の修理の範囲…屋根、柱、床、外壁、基礎等 日常生活に支障が

出る箇所の修理 

※地震の被害と直接関係し、住宅に係る日常生活に必要な破損のみが

補助対象であり、空き家、物置、塀、業務用建物、さらに内装や家電

製品などの修理は対象外となります。 

○補 助 額…20 万円（消費税込）以上の修繕工事をした場合、定額 10 万円

を支給します。 

○必要書類…申請書などの必要書類は総務課窓口でのお渡し、または村ホ

ームページから取得できます。 

○申請期限…令和３年 12月 28日（火）まで 

〇受付方法…持参もしくは郵送での受付 

○提 出 先…〒960-1892 飯舘村伊丹沢字伊丹沢 580番地１ 

      飯舘村役場総務課総務係 宛 

※準半壊以上の被害があった方については、別の補助金対象となりますの

で、下記までご相談ください。 

問総務課総務係（☎0244-42-1611） 

ただし、り災証明書については住民課税務係（☎0244-42-1615） 
 

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 時…７月 20日（火）午後１時 15分～午後３時 

○会 場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家） 

○予 約…７月 15日（木）まで村社会福祉協議会に 

お申込みください。 

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

 

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。 

日 時 場 所 内 容 

７月６日（火）、13日（火）、20日（火） 交流センター 

「ふれ愛館」 

健康体操 

７月 15日（木）、29日（木） ヨガ教室 

○時 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。） 

○講 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） 

※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。 

問きつつきの会 菅野（☎080-2801-3687） 

 

令和３年度セーフティチャレンジ事業 

 県では、７月１日（木）から 12月 31日（金）までの半年間、本事業を

実施します。交通事故の更なる減少を図るため、村民の皆様には、日頃か

らの安全運転の心がけをよろしくお願いします。 

○募集期間…６月１日（火）～７月 15日（木） 

○セーフティチャレンジとは 

 県内に居住または勤務し、運転免許証を有するドライバーが、３名で１

チームを作り、無事故・無違反に挑戦する事業です。達成したチームには

達成記念品が進呈されます。 

問福島県交通安全協会（☎024-591-5038） 

 

『長泥地区環境再生事業見学会』申込み受付  

 現在、長泥地区で実施しております環境再生事業につきまして、どのよ

うなことをしているのか知っていただくため、環境省主催により見学会を

実施します。７月は村民の方を優先して見学者を募集します。 

○開 催 日…７月３日（土）、10日（土）、16日（金）、23日（金）、 

31日（土） 

      ※８月以降の開催日は改めてお知らせいたします。 

○時  間…各開催日とも 午後１時 30分～午後４時 

○集合場所…飯舘村役場正面玄関 

○定  員…各開催日ごと 20名 

（※定員に達した場合、別の開催日に振替えをお願いすることがあります） 

○申込方法…希望日の２日前までに、役場村づくり推進課企画係窓口にて、

申込書に必要事項を記入し、お申込みください。 

※見学会の詳細などについては、申込時に配付する注意事項をご覧くださ

い。 

問環境省福島環境事務所土壌再生利用推進課 

（担当：喜久川、橋爪☎024-563-7209） 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 

検出 

最大値 
採取地 

コゴミ ６ ５ 597Bq/kg 小宮 他 

サヤエンドウ ５ １ 29Bq/kg 前田・八和木 他 

ゼンマイ 13 13 726Bq/kg 前田  他 

タラノメ 11 10 173Bq/kg 二枚橋・須萱 他 

フキ 31 12 98.6Bq/kg 小宮 他 

ワラビ 39 34 2524.5Bq/kg 小宮 他 


