
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 975 号 令和３年 11 月５日 

集団健康診査のお知らせ 
今年度、医療機関での健診の時期が新型コロナワクチンの予防接種の

時期と重なり、医療機関での予約がとりにくかった状況から、追加で集

団健診を行います。 

今年度、健康診査・がん検診を受けていない方が対象です。予約制になりま

すので、希望される方は 11 月 15 日（月）までお申込みください。健診費用の

自己負担はありません。 

○日時…11 月 29 日（月）午前９時～11 時  ○費用…無料 

○予約…健康福祉課健康係（☎0244-42-1638）○会場…いちばん館 

○健診項目と対象年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※対象の年齢は令和４年３月 31 日時点です。 

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1638） 

 『クリスマス・コンサート』 開催します！  
今年の『ふれ愛館クリスマス・コンサート』は、昨年大好評だった人

気ジャズバンド「スイートネイル」が再登場します。 

 癒しの女性ボーカルと美しい２管のハーモニーで、クリスマス・ナン

バーなどをゆったりとお楽しみください。 

 おなじみ福島高校ジャズ研究部の若々しい演奏にもご期待ください。 

○日時…令和３年 12 月 11 日（土） 開場：午後１時 開演：午後１時 30 分 

○場所…村交流センター「ふれ愛館」ホール ※入場無料（ドリンク付） 

※お電話でお申込みください。 

※三密状態を避けるため、70 名限定とさせていただきます。 

※ご来場の際はマスク着用の上、検温・手指消毒にご協力ください。 

問生涯学習課（ふれ愛館☎0244-42-0072） 

 『学校給食用』村内産の野菜を募集します 
いいたて希望の里学園では、新鮮な食材を使った美味しい給食を子ど

もたちに食べさせるため、村内で生産された野菜を提供いただける方々

を募集しています。給食で１度に使われる量はそれほど多くありません

ので、家庭菜園程度の方でも気軽にご相談ください。多くの皆様のご協

力をお願いいたします。 

○対 象 者…飯舘村内で生産された野菜を提供いただける方 

○提供方法…調理前日の午後、学校給食室に搬入していただきます。 

○購 入 額…市場価格を基に生産者との協議により決定します。（要契約） 

○申 込 み…学校給食室または教育委員会に電話にてお申込みください。

（随時受付） 

参考１ １度に必要な量（例） 

 じゃがいも・玉ねぎ…３～５kg（カレーなどは 10kg） 

にんじん…１～３kg（カレーなどは５kg）／大根…３kg（煮物は５kg） 

ほうれんそう・小松菜・キャベツ・白菜…３kg 程度 

参考２ 村食材の使用頻度…１か月に２回程度 

申込・問学校給食室（☎0244-42-1545）飯舘村教育委員会（☎0244-42-1631） 

令和３年度獣害防護柵の貸与について 
飯舘村営農再開支援事業推進協議会では、今年度のイノシシ・サル等

獣害防護柵の貸与について期限を延長し行っています。電気柵・ワイヤ

ーメッシュ柵の貸与を希望する方は、以下のとおりお申込みください。 

○申 込 先…産業振興課農政第二係 

○申込期限…令和３年 12 月 13 日（月） 

※設置された方は、設置前と設置後の状況を撮影した写真を貼付した柵

設置報告書を農政第二係まで提出していただくようになります。 

問産業振興課農政第二係（☎0244-42-1625） 

 『いいたて雪っ娘』かぼちゃ祭 
いいたて雪っ娘かぼちゃを使用した新メニューがまでい館に初登場！

いいたて雪っ娘かぼちゃ及び加工品の即売会を開催しますので、ぜひお

越しください。 

○日時…11 月 23 日（火） 午前 10 時～午後３時 

○場所…いいたて村の道の駅までい館 

主催・問いいたて雪っ娘かぼちゃプロジェクト協議会 

（菅野元一☎080-6040-1269） 

山の腐葉土及び焼却灰は使用しないでください 
村内の未除染の山林から採取した腐葉土や、村内の木を燃やした後の

灰には放射性物質が多く含まれている可能性が高く、栽培土として使用

した場合、作物から基準値を超える放射性物質が検出される恐れがある

ため、使用しないでください。 

問産業振興課農政第二係（☎0244-42-1625） 

村内の木を薪として使用しないでください 
村内の木を薪として使用した場合、燃やした後の灰から高濃度の放射

性物質が検出され、家庭ごみとして処分できなくなる恐れがあるため、

使用しないでください。 

問産業振興課農政第二係（☎0244-42-1625） 

ファミたんカードの更新について 
 子育て中の方が協賛店で提示することにより、様々なサービスを受け

ることができるファミたんカードを配付しています。 

現在配付しているカードの有効期限が令和４年３月末までであること

から、１月頃より新しいファミたんカードを、保育所、幼稚園、学校等を通してお

子さんに配付いたします。お子さんが保育所等に所属されていない場合や、

３月末までに受け取れなかった場合、カードをなくしてしまった場合は、

健康福祉課福祉係にてお申込みください。 

○対 象 者…０歳～18 歳未満 

（18 歳に達して最初の３月 31 日を迎えるまで） 

※お子様が 18 歳を超えた場合には福祉係までご返却ください。 

○配付枚数…対象者一人につき１枚 

※協賛店及び特典については、「ファミたんカードのページ」（福島県 HP）

で検索することができます。 

問健康福祉課福祉係（いちばん館内☎0244-42-1633） 

【再掲】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。） 

・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 

・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）要した方 

・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

ホームページからの取得もできます。 

○申請期限…令和３年 12 月 28 日（火）まで 

問総務課総務係（☎0244-42-1611） 

新型コロナワクチンに関するお知らせ 
村内にお住まいの方・福島市に避難されている方 

希望者への接種は 11 月中に完了する見込みです。今後は福島赤十字病

院、大原総合病院、済生会福島総合病院の３つの病院での個別接種で、

新たに対象になる方や何らかの事情で接種できていない方への接種を実

施していきます。詳しくは、福島市ホームページをご覧ください。 

福島市以外に避難されている方 

接種時期や予約方法は市町村によって異なりますので、各市町村にお

問合せください。 

ワクチン接種状況について（速報値） 

対象者 
10 月 28 日（木）現在 

１回目 ２回目 

村民全体（12 歳以上の接種対象者）4,708 人 87.4％ 77.9％ 
 

問健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42-1637） 

健診項目 対象 

健康診査 16 歳以上の方 

大腸がん 40 歳以上 

胃がん（バリウムによる透視） 40 歳～74 歳 

肝炎ウイルス 40 歳 

前立腺がん 50 歳～70 歳の男性 

肺がん 40 歳以上 

喀痰細胞診 50 歳以上の基準該当者 



○勤務条件等

○受付期間…随時受付

※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。

問・申込

○募集職種…

○基

      

※各種保険完備。学歴、年齢は問いません。少しの時間でも、たくさん

※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

申込・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
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【宅地】
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○勤務条件等

週 40 時間勤務、賞与年

○受付期間…随時受付

※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。

問・申込

○募集職種…

○基 本 

      

※各種保険完備。学歴、年齢は問いません。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！詳細については以下までお問合せください。

申込・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
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いいたてホーム
○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

○受付期間…随時受付

※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。）

問・申込社会福祉法人いいたて福祉会（☎

道の駅までい館
○募集職種…セブンイレブン販売スタッフ５名程度

 給…850

      賞与年２回（

※各種保険完備。学歴、年齢は問いません。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！詳細については以下までお問合せください。

申込・問 ㈱までいガーデンビレッジいいたて（☎

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

いいたてホーム
※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

○受付期間…随時受付 

※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（☎

道の駅までい館
セブンイレブン販売スタッフ５名程度

850円（午前５時～午前８時

賞与年２回（

※各種保険完備。学歴、年齢は問いません。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！詳細については以下までお問合せください。

㈱までいガーデンビレッジいいたて（☎

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

いいたてホーム
※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）

 午前８時

※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（☎

道の駅までい館
セブンイレブン販売スタッフ５名程度

円（午前５時～午前８時

賞与年２回（2020

※各種保険完備。学歴、年齢は問いません。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！詳細については以下までお問合せください。

㈱までいガーデンビレッジいいたて（☎

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 

いいたてホーム 
※採用後６か月間は試的任用期間となります。

回（有給休暇・退職金制度有）

午前８時 30 分～午後５時

※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（☎

道の駅までい館 従業員大募集！
セブンイレブン販売スタッフ５名程度

円（午前５時～午前８時

2020 年実績

※各種保険完備。学歴、年齢は問いません。少しの時間でも、たくさん

※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！詳細については以下までお問合せください。

㈱までいガーデンビレッジいいたて（☎

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）

10

１ｍ

 0.22

0.36

 0.41

0.21

0.33

 0.32

0.1

0.19

0.1

 0.3

 0.18

0.19

0.3

0.30

0.99

0.3

0.1

0.29

0.15

0.20

cm の高さで測定）

10

１ｍ

 0.1

0.21

 0.1

0.19

0.30

 0.1

0.11

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.09

 0.15

0.4

0.3

 0.1

0.1

 0.15

0.10

 職員大募集！
※採用後６か月間は試的任用期間となります。

回（有給休暇・退職金制度有）

分～午後５時

※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

従業員大募集！
セブンイレブン販売スタッフ５名程度

円（午前５時～午前８時,午後６時～午後９時は＋

年実績 ※勤続６か月以上）

※各種保険完備。学歴、年齢は問いません。少しの時間でも、たくさん

※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！詳細については以下までお問合せください。

㈱までいガーデンビレッジいいたて（☎

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）

10 月 21 日（晴）

１ｍ １

0.22 

0.36 

41 

21 

33 

32 

0.19 

19 

0.14 

0.30 

18 

19 

0.35 

30 

0.99 

0.32 

0.18 

29 

15 

20 

の高さで測定）

10 月 21 日（晴）

１ｍ 

0.12 

21 

0.11 

19 

30 

0.15 

11 

0.25 

0.14 

0.15 

0.17 

0.15 

09 

15 

0.45 

0.38 

0.14 

0.18 

15 

10 

職員大募集！
※採用後６か月間は試的任用期間となります。

回（有給休暇・退職金制度有）

分～午後５時 30

※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。）

0244-42-

従業員大募集！
セブンイレブン販売スタッフ５名程度 

午後６時～午後９時は＋

※勤続６か月以上）

※各種保険完備。学歴、年齢は問いません。少しの時間でも、たくさん

※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！詳細については以下までお問合せください。

㈱までいガーデンビレッジいいたて（☎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。

※は除染未実施分です。

の高さで測定） 

日（晴） 

１cｍ 

0.26 

0.38 

0.51 

0.22 

0.28 

0.30 

0.18 

0.17 

0.14 

0.32 

0.18 

0.20 

0.40 

0.32 

0.83 

0.29 

0.22 

0.32 

0.13 

0.21 

の高さで測定） 

日（晴） 

１cm 

0.12 

0.20 

0.12 

0.19 

0.35 

0.15 

0.09 

0.24 

0.14 

0.17 

0.15 

0.15 

0.10 

0.15 

0.42 

0.33 

0.12 

0.17 

0.13 

0.10 

職員大募集！
※採用後６か月間は試的任用期間となります。

回（有給休暇・退職金制度有）

30 分（日曜除く）

※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。）

-1700） 

従業員大募集！

午後６時～午後９時は＋

※勤続６か月以上）

※各種保険完備。学歴、年齢は問いません。少しの時間でも、たくさん

※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！詳細については以下までお問合せください。

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。

 ９月16

１ｍ

0.22

0.41

0.39

0.18

0.56

0.29

0.13

0.18

0.16

0.38

0.23

0.20

0.35

0.29

0.94

0.34

0.17

0.34

0.18

0.21

 ９月16

１ｍ

0.12

0.18

0.11

0.19

0.32

0.15

0.09

0.22

0.19

0.14

0.16

0.14

0.10

0.20

0.41

0.30

0.12

0.17

0.17

0.10

職員大募集！ 
※採用後６か月間は試的任用期間となります。 

回（有給休暇・退職金制度有）社会保険加入

分（日曜除く）

※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。） 

 

従業員大募集！  

午後６時～午後９時は＋

※勤続６か月以上） 

※各種保険完備。学歴、年齢は問いません。少しの時間でも、たくさん

※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！詳細については以下までお問合せください。 

-1080）

 
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・17日（雨

１ｍ １c

0.22 0.25

0.41 0.48

0.39 0.48

0.18 0.16

0.56 0.57

0.29 0.23

0.13 0.19

0.18 0.18

0.16 0.14

0.38 0.34

0.23 0.24

0.20 0.18

0.35 0.39

0.29 0.29

0.94 0.82

0.34 0.30

0.17 0.18

0.34 0.33

0.18 0.16

0.21 0.22

16・17日（雨）

１ｍ １cm

0.12 0.12

0.18 0.21

0.11 0.12

0.19 0.19

0.32 0.29

0.15 0.16

0.09 0.08

0.22 0.18

0.19 0.15

0.14 0.17

0.16 0.16

0.14 0.15

0.10 0.10

0.20 0.17

0.41 0.38

0.30 0.30

0.12 0.11

0.17 0.16

0.17 0.16

0.10 0.09

社会保険加入

分（日曜除く） 

※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

 

午後６時～午後９時は＋50円） 

※各種保険完備。学歴、年齢は問いません。少しの時間でも、たくさん

※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

 

） 

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（雨）

cｍ 

0.25 

0.48 

0.48 

0.16 

0.57 

0.23 

0.19 

0.18 

0.14 

0.34 

0.24 

0.18 

0.39 

0.29 

0.82 

0.30 

0.18 

0.33 

0.16 

0.22 

日（雨）

cm 

0.12 

0.21 

0.12 

0.19 

0.29 

0.16 

0.08 

0.18 

0.15 

0.17 

0.16 

0.15 

0.10 

0.17 

0.38 

0.30 

0.11 

0.16 

0.16 

0.09 

   

   

 

村では、定住を目的に移住される新たな村民の方に、空き家・空き地

の紹介を行っています。現在、

に所有している住宅等の賃貸や売却をお考えの方は、定住交流係までお

電話ください。

問村づくり推進課定住交流係（

 県では、令和３年

の間、『ＰＭ４（ピーエム・フォー）ライトオン運動』が実施されていま

す。運転者は、

切替のうえ、交通事故防止に努めましょう。

 また、歩行者等につきましても、夜光反射材用品や懐中電灯等を活用

するようにしましょう。

問住民課住民係（☎

 令和３年５月、障害者差別解消法が改正されました。

や店舗など民間事業者に対しても、「合理的配慮」が義務となります。

慮とは何かを中心に、私たちがめざす共生社会についてご講演いただき

ます。

○日 

○会 

○演 

       

○講 

○参加費…

問健康福祉課福祉係（☎

   ごみを出す時は、以下のルールを守って正しく出しましょう。

○指定集積場へ、指定日当日に

○可燃ごみと不燃ごみは、村指定のごみ袋

 資源ごみは、市販の透明または半透明の袋

〇ごみは正しく分別しましょう。

ようお願いします。

問住民課住民係（☎

   犬を飼育している方は、以下のとおり責任をもって飼いましょう。

○放し飼いをせず、鎖等できちんと繋いで管理しましょう。万が一犬が

噛みついた場合は飼い主の責任となります。

〇犬の散歩の際は、必ずリードをつけ、フンは持ち帰りましょう。

○えさや水やりは定期的に行い、犬小屋の周りは清潔を保ち、繁殖しな

いような対策をお願いします。

○まだ狂犬病予防注射が済んでいない犬は、速やかに動物病院にて接種を済

ませた上で、住民課へ届け出るようお願いします。

問住民課住民係（☎

陸上自衛隊高等工科学校生徒採用案内
自衛隊福島地方協力本部では、次のとおり学生を募集します。

○募集項目…令和４年度入校

○応募資格…令和４年４月１日現在、

○募集人員…約

○試験期日…第１次試験：令和４年１月下旬頃

      

○試験会場…第１次試験：南相馬市

      

○試験内容…第１次試験：筆記試験（５教科）・

      

○受付期間…

○申 込

問自衛隊福島地方協力本部
 

～以下のイベントは、県・村の要請に応じて延期・中止となる場合があります～

南相馬市飯舘同窓会では、練習会を開催します。どなたでも参加自由

ですのでふるってご参加ください。

○練習会日程…

○会      

詳細については同窓会までお問合せください。

問南相馬市飯舘同窓会長（坂本☎

空き家・空き地を募集しています！
村では、定住を目的に移住される新たな村民の方に、空き家・空き地

の紹介を行っています。現在、

に所有している住宅等の賃貸や売却をお考えの方は、定住交流係までお

電話ください。

村づくり推進課定住交流係（

ＰＭ４ライトオン運動の実施について
県では、令和３年

の間、『ＰＭ４（ピーエム・フォー）ライトオン運動』が実施されていま

す。運転者は、

切替のうえ、交通事故防止に努めましょう。

また、歩行者等につきましても、夜光反射材用品や懐中電灯等を活用

するようにしましょう。

住民課住民係（☎

相馬地方障がい者差別解消法講演会
令和３年５月、障害者差別解消法が改正されました。

や店舗など民間事業者に対しても、「合理的配慮」が義務となります。

慮とは何かを中心に、私たちがめざす共生社会についてご講演いただき

ます。どうぞ参加ください。

 時…令和３年

 場…さくらホール（南相馬市鹿島区寺内字迎田

 題…『障害者差別解消法

       

 師…冨樫正義氏（日本ケアフィット共育機構）

○参加費…無料

健康福祉課福祉係（☎

ごみを出す時は、以下のルールを守って正しく出しましょう。

○指定集積場へ、指定日当日に

可燃ごみと不燃ごみは、村指定のごみ袋

資源ごみは、市販の透明または半透明の袋

〇ごみは正しく分別しましょう。

ようお願いします。

住民課住民係（☎

犬を飼育している方は、以下のとおり責任をもって飼いましょう。

○放し飼いをせず、鎖等できちんと繋いで管理しましょう。万が一犬が

噛みついた場合は飼い主の責任となります。

〇犬の散歩の際は、必ずリードをつけ、フンは持ち帰りましょう。

○えさや水やりは定期的に行い、犬小屋の周りは清潔を保ち、繁殖しな

いような対策をお願いします。

まだ狂犬病予防注射が済んでいない犬は、速やかに動物病院にて接種を済

ませた上で、住民課へ届け出るようお願いします。

住民課住民係（☎

陸上自衛隊高等工科学校生徒採用案内
自衛隊福島地方協力本部では、次のとおり学生を募集します。

○募集項目…令和４年度入校

○応募資格…令和４年４月１日現在、

○募集人員…約

○試験期日…第１次試験：令和４年１月下旬頃

      

○試験会場…第１次試験：南相馬市

      

○試験内容…第１次試験：筆記試験（５教科）・

      

○受付期間…

込 み…自衛隊福島地方協力本部

自衛隊福島地方協力本部

～以下のイベントは、県・村の要請に応じて延期・中止となる場合があります～

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、練習会を開催します。どなたでも参加自由

ですのでふるってご参加ください。

○練習会日程…

     場…南相馬市原町区仲町河川敷

詳細については同窓会までお問合せください。

南相馬市飯舘同窓会長（坂本☎

空き家・空き地を募集しています！
村では、定住を目的に移住される新たな村民の方に、空き家・空き地

の紹介を行っています。現在、

に所有している住宅等の賃貸や売却をお考えの方は、定住交流係までお

電話ください。 

村づくり推進課定住交流係（

ＰＭ４ライトオン運動の実施について
県では、令和３年

の間、『ＰＭ４（ピーエム・フォー）ライトオン運動』が実施されていま

す。運転者は、午後４時を目安とした早めのライトの点灯

切替のうえ、交通事故防止に努めましょう。

また、歩行者等につきましても、夜光反射材用品や懐中電灯等を活用

するようにしましょう。

住民課住民係（☎

相馬地方障がい者差別解消法講演会
令和３年５月、障害者差別解消法が改正されました。

や店舗など民間事業者に対しても、「合理的配慮」が義務となります。

慮とは何かを中心に、私たちがめざす共生社会についてご講演いただき

どうぞ参加ください。

時…令和３年

場…さくらホール（南相馬市鹿島区寺内字迎田

題…『障害者差別解消法

       ～サービス介助士の学び障害の捉え方について～』

師…冨樫正義氏（日本ケアフィット共育機構）

無料 ○

健康福祉課福祉係（☎

ごみ出しルールを守りましょう
ごみを出す時は、以下のルールを守って正しく出しましょう。

○指定集積場へ、指定日当日に

可燃ごみと不燃ごみは、村指定のごみ袋

資源ごみは、市販の透明または半透明の袋

〇ごみは正しく分別しましょう。

ようお願いします。

住民課住民係（☎

村内で犬を飼育している方へ
犬を飼育している方は、以下のとおり責任をもって飼いましょう。

○放し飼いをせず、鎖等できちんと繋いで管理しましょう。万が一犬が

噛みついた場合は飼い主の責任となります。

〇犬の散歩の際は、必ずリードをつけ、フンは持ち帰りましょう。

○えさや水やりは定期的に行い、犬小屋の周りは清潔を保ち、繁殖しな

いような対策をお願いします。

まだ狂犬病予防注射が済んでいない犬は、速やかに動物病院にて接種を済

ませた上で、住民課へ届け出るようお願いします。

住民課住民係（☎

陸上自衛隊高等工科学校生徒採用案内
自衛隊福島地方協力本部では、次のとおり学生を募集します。

○募集項目…令和４年度入校

○応募資格…令和４年４月１日現在、

○募集人員…約 260

○試験期日…第１次試験：令和４年１月下旬頃

      第２次試験：令和４年２月上旬頃

○試験会場…第１次試験：南相馬市

      第２次試験：陸上自衛隊郡山駐屯地

○試験内容…第１次試験：筆記試験（５教科）・

      第２次試験：口述試験（個別面接）及び身体検査

○受付期間…令和３年

み…自衛隊福島地方協力本部

自衛隊福島地方協力本部

～以下のイベントは、県・村の要請に応じて延期・中止となる場合があります～

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、練習会を開催します。どなたでも参加自由

ですのでふるってご参加ください。

○練習会日程…11 月

〃 

場…南相馬市原町区仲町河川敷

詳細については同窓会までお問合せください。

南相馬市飯舘同窓会長（坂本☎

空き家・空き地を募集しています！
村では、定住を目的に移住される新たな村民の方に、空き家・空き地

の紹介を行っています。現在、

に所有している住宅等の賃貸や売却をお考えの方は、定住交流係までお

村づくり推進課定住交流係（

ＰＭ４ライトオン運動の実施について
県では、令和３年 11 月１日（月）から令和４年２月

の間、『ＰＭ４（ピーエム・フォー）ライトオン運動』が実施されていま

午後４時を目安とした早めのライトの点灯

切替のうえ、交通事故防止に努めましょう。

また、歩行者等につきましても、夜光反射材用品や懐中電灯等を活用

するようにしましょう。 

住民課住民係（☎0244-42

相馬地方障がい者差別解消法講演会
令和３年５月、障害者差別解消法が改正されました。

や店舗など民間事業者に対しても、「合理的配慮」が義務となります。

慮とは何かを中心に、私たちがめざす共生社会についてご講演いただき

どうぞ参加ください。

時…令和３年 11 月 24

場…さくらホール（南相馬市鹿島区寺内字迎田

題…『障害者差別解消法

～サービス介助士の学び障害の捉え方について～』

師…冨樫正義氏（日本ケアフィット共育機構）

○主催…相馬地方基幹相談支援センター拓

健康福祉課福祉係（☎0244

ごみ出しルールを守りましょう
ごみを出す時は、以下のルールを守って正しく出しましょう。

○指定集積場へ、指定日当日に

可燃ごみと不燃ごみは、村指定のごみ袋

資源ごみは、市販の透明または半透明の袋

〇ごみは正しく分別しましょう。

ようお願いします。 

住民課住民係（☎0244-42

村内で犬を飼育している方へ
犬を飼育している方は、以下のとおり責任をもって飼いましょう。

○放し飼いをせず、鎖等できちんと繋いで管理しましょう。万が一犬が

噛みついた場合は飼い主の責任となります。

〇犬の散歩の際は、必ずリードをつけ、フンは持ち帰りましょう。

○えさや水やりは定期的に行い、犬小屋の周りは清潔を保ち、繁殖しな

いような対策をお願いします。

まだ狂犬病予防注射が済んでいない犬は、速やかに動物病院にて接種を済

ませた上で、住民課へ届け出るようお願いします。

住民課住民係（☎0244-42

陸上自衛隊高等工科学校生徒採用案内
自衛隊福島地方協力本部では、次のとおり学生を募集します。

○募集項目…令和４年度入校

○応募資格…令和４年４月１日現在、

260 名 

○試験期日…第１次試験：令和４年１月下旬頃

第２次試験：令和４年２月上旬頃

○試験会場…第１次試験：南相馬市

第２次試験：陸上自衛隊郡山駐屯地

○試験内容…第１次試験：筆記試験（５教科）・

第２次試験：口述試験（個別面接）及び身体検査

令和３年 11 月１日（月）～令和４年１月

み…自衛隊福島地方協力本部

自衛隊福島地方協力本部

～以下のイベントは、県・村の要請に応じて延期・中止となる場合があります～

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、練習会を開催します。どなたでも参加自由

ですのでふるってご参加ください。

月 11 日（木）午前９時～

           26 日（金）午後１時

場…南相馬市原町区仲町河川敷

詳細については同窓会までお問合せください。

南相馬市飯舘同窓会長（坂本☎

空き家・空き地を募集しています！
村では、定住を目的に移住される新たな村民の方に、空き家・空き地

の紹介を行っています。現在、空き家・空き地が不足

に所有している住宅等の賃貸や売却をお考えの方は、定住交流係までお

村づくり推進課定住交流係（☎0244

ＰＭ４ライトオン運動の実施について
月１日（月）から令和４年２月

の間、『ＰＭ４（ピーエム・フォー）ライトオン運動』が実施されていま

午後４時を目安とした早めのライトの点灯

切替のうえ、交通事故防止に努めましょう。

また、歩行者等につきましても、夜光反射材用品や懐中電灯等を活用

42-1618）

相馬地方障がい者差別解消法講演会
令和３年５月、障害者差別解消法が改正されました。

や店舗など民間事業者に対しても、「合理的配慮」が義務となります。

慮とは何かを中心に、私たちがめざす共生社会についてご講演いただき

どうぞ参加ください。 

24 日（水）午後２時～

場…さくらホール（南相馬市鹿島区寺内字迎田

題…『障害者差別解消法 求められる合理的配慮とは？

～サービス介助士の学び障害の捉え方について～』

師…冨樫正義氏（日本ケアフィット共育機構）

主催…相馬地方基幹相談支援センター拓

0244-42-1633

ごみ出しルールを守りましょう
ごみを出す時は、以下のルールを守って正しく出しましょう。

○指定集積場へ、指定日当日に朝８時まで

可燃ごみと不燃ごみは、村指定のごみ袋

資源ごみは、市販の透明または半透明の袋

〇ごみは正しく分別しましょう。ペットボトルのキャップとラベルは取り外す

42-1618）

村内で犬を飼育している方へ
犬を飼育している方は、以下のとおり責任をもって飼いましょう。

○放し飼いをせず、鎖等できちんと繋いで管理しましょう。万が一犬が

噛みついた場合は飼い主の責任となります。

〇犬の散歩の際は、必ずリードをつけ、フンは持ち帰りましょう。

○えさや水やりは定期的に行い、犬小屋の周りは清潔を保ち、繁殖しな

いような対策をお願いします。 

まだ狂犬病予防注射が済んでいない犬は、速やかに動物病院にて接種を済

ませた上で、住民課へ届け出るようお願いします。

42-1618）

陸上自衛隊高等工科学校生徒採用案内
自衛隊福島地方協力本部では、次のとおり学生を募集します。

○募集項目…令和４年度入校 陸上自衛隊高等工科学校生徒

○応募資格…令和４年４月１日現在、

○試験期日…第１次試験：令和４年１月下旬頃

第２次試験：令和４年２月上旬頃

○試験会場…第１次試験：南相馬市

第２次試験：陸上自衛隊郡山駐屯地

○試験内容…第１次試験：筆記試験（５教科）・

第２次試験：口述試験（個別面接）及び身体検査

月１日（月）～令和４年１月

み…自衛隊福島地方協力本部

自衛隊福島地方協力本部 相双地域事務所（☎

～以下のイベントは、県・村の要請に応じて延期・中止となる場合があります～

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、練習会を開催します。どなたでも参加自由

ですのでふるってご参加ください。

日（木）午前９時～

日（金）午後１時

場…南相馬市原町区仲町河川敷

詳細については同窓会までお問合せください。

南相馬市飯舘同窓会長（坂本☎090

空き家・空き地を募集しています！
村では、定住を目的に移住される新たな村民の方に、空き家・空き地

空き家・空き地が不足

に所有している住宅等の賃貸や売却をお考えの方は、定住交流係までお

☎0244-42

ＰＭ４ライトオン運動の実施について
月１日（月）から令和４年２月

の間、『ＰＭ４（ピーエム・フォー）ライトオン運動』が実施されていま

午後４時を目安とした早めのライトの点灯

切替のうえ、交通事故防止に努めましょう。

また、歩行者等につきましても、夜光反射材用品や懐中電灯等を活用

） 

相馬地方障がい者差別解消法講演会
令和３年５月、障害者差別解消法が改正されました。

や店舗など民間事業者に対しても、「合理的配慮」が義務となります。

慮とは何かを中心に、私たちがめざす共生社会についてご講演いただき

日（水）午後２時～

場…さくらホール（南相馬市鹿島区寺内字迎田

求められる合理的配慮とは？

～サービス介助士の学び障害の捉え方について～』

師…冨樫正義氏（日本ケアフィット共育機構）

主催…相馬地方基幹相談支援センター拓

1633） 

ごみ出しルールを守りましょう
ごみを出す時は、以下のルールを守って正しく出しましょう。

朝８時まで

可燃ごみと不燃ごみは、村指定のごみ袋に入れて出しましょう。

資源ごみは、市販の透明または半透明の袋

ペットボトルのキャップとラベルは取り外す

） 

村内で犬を飼育している方へ
犬を飼育している方は、以下のとおり責任をもって飼いましょう。

○放し飼いをせず、鎖等できちんと繋いで管理しましょう。万が一犬が

噛みついた場合は飼い主の責任となります。

〇犬の散歩の際は、必ずリードをつけ、フンは持ち帰りましょう。

○えさや水やりは定期的に行い、犬小屋の周りは清潔を保ち、繁殖しな

 

まだ狂犬病予防注射が済んでいない犬は、速やかに動物病院にて接種を済

ませた上で、住民課へ届け出るようお願いします。

） 

陸上自衛隊高等工科学校生徒採用案内
自衛隊福島地方協力本部では、次のとおり学生を募集します。

陸上自衛隊高等工科学校生徒

○応募資格…令和４年４月１日現在、15 歳以上

○試験期日…第１次試験：令和４年１月下旬頃

第２次試験：令和４年２月上旬頃

○試験会場…第１次試験：南相馬市 

第２次試験：陸上自衛隊郡山駐屯地

○試験内容…第１次試験：筆記試験（５教科）・

第２次試験：口述試験（個別面接）及び身体検査

月１日（月）～令和４年１月

み…自衛隊福島地方協力本部 相双地域事務所にて受付

相双地域事務所（☎

～以下のイベントは、県・村の要請に応じて延期・中止となる場合があります～

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、練習会を開催します。どなたでも参加自由

ですのでふるってご参加ください。 

日（木）午前９時～

日（金）午後１時

場…南相馬市原町区仲町河川敷

詳細については同窓会までお問合せください。

090-4310

空き家・空き地を募集しています！
村では、定住を目的に移住される新たな村民の方に、空き家・空き地

空き家・空き地が不足

に所有している住宅等の賃貸や売却をお考えの方は、定住交流係までお

42-1622）

ＰＭ４ライトオン運動の実施について
月１日（月）から令和４年２月

の間、『ＰＭ４（ピーエム・フォー）ライトオン運動』が実施されていま

午後４時を目安とした早めのライトの点灯

切替のうえ、交通事故防止に努めましょう。 

また、歩行者等につきましても、夜光反射材用品や懐中電灯等を活用

相馬地方障がい者差別解消法講演会
令和３年５月、障害者差別解消法が改正されました。

や店舗など民間事業者に対しても、「合理的配慮」が義務となります。

慮とは何かを中心に、私たちがめざす共生社会についてご講演いただき

日（水）午後２時～

場…さくらホール（南相馬市鹿島区寺内字迎田

求められる合理的配慮とは？

～サービス介助士の学び障害の捉え方について～』

師…冨樫正義氏（日本ケアフィット共育機構）

主催…相馬地方基幹相談支援センター拓

 

ごみ出しルールを守りましょう
ごみを出す時は、以下のルールを守って正しく出しましょう。

朝８時までに出しましょう。

に入れて出しましょう。

資源ごみは、市販の透明または半透明の袋に入れて出しましょう。

ペットボトルのキャップとラベルは取り外す

村内で犬を飼育している方へ
犬を飼育している方は、以下のとおり責任をもって飼いましょう。

○放し飼いをせず、鎖等できちんと繋いで管理しましょう。万が一犬が

噛みついた場合は飼い主の責任となります。 

〇犬の散歩の際は、必ずリードをつけ、フンは持ち帰りましょう。

○えさや水やりは定期的に行い、犬小屋の周りは清潔を保ち、繁殖しな

まだ狂犬病予防注射が済んでいない犬は、速やかに動物病院にて接種を済

ませた上で、住民課へ届け出るようお願いします。 

陸上自衛隊高等工科学校生徒採用案内
自衛隊福島地方協力本部では、次のとおり学生を募集します。

陸上自衛隊高等工科学校生徒

歳以上 17

○試験期日…第１次試験：令和４年１月下旬頃 

第２次試験：令和４年２月上旬頃 

第２次試験：陸上自衛隊郡山駐屯地

○試験内容…第１次試験：筆記試験（５教科）・500

第２次試験：口述試験（個別面接）及び身体検査

月１日（月）～令和４年１月

相双地域事務所にて受付

相双地域事務所（☎

～以下のイベントは、県・村の要請に応じて延期・中止となる場合があります～

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、練習会を開催します。どなたでも参加自由

日（木）午前９時～ 

日（金）午後１時 30 分～

場…南相馬市原町区仲町河川敷 

詳細については同窓会までお問合せください。 

4310-5387）

空き家・空き地を募集しています！
村では、定住を目的に移住される新たな村民の方に、空き家・空き地

空き家・空き地が不足しております。村内

に所有している住宅等の賃貸や売却をお考えの方は、定住交流係までお

） 

ＰＭ４ライトオン運動の実施について
月１日（月）から令和４年２月

の間、『ＰＭ４（ピーエム・フォー）ライトオン運動』が実施されていま

午後４時を目安とした早めのライトの点灯や、こまめな上下

また、歩行者等につきましても、夜光反射材用品や懐中電灯等を活用

相馬地方障がい者差別解消法講演会
令和３年５月、障害者差別解消法が改正されました。

や店舗など民間事業者に対しても、「合理的配慮」が義務となります。

慮とは何かを中心に、私たちがめざす共生社会についてご講演いただき

日（水）午後２時～  

場…さくらホール（南相馬市鹿島区寺内字迎田 22

求められる合理的配慮とは？

～サービス介助士の学び障害の捉え方について～』

師…冨樫正義氏（日本ケアフィット共育機構） 

主催…相馬地方基幹相談支援センター拓

ごみ出しルールを守りましょう
ごみを出す時は、以下のルールを守って正しく出しましょう。

に出しましょう。

に入れて出しましょう。

に入れて出しましょう。

ペットボトルのキャップとラベルは取り外す

村内で犬を飼育している方へ
犬を飼育している方は、以下のとおり責任をもって飼いましょう。

○放し飼いをせず、鎖等できちんと繋いで管理しましょう。万が一犬が

 

〇犬の散歩の際は、必ずリードをつけ、フンは持ち帰りましょう。

○えさや水やりは定期的に行い、犬小屋の周りは清潔を保ち、繁殖しな

まだ狂犬病予防注射が済んでいない犬は、速やかに動物病院にて接種を済

 

陸上自衛隊高等工科学校生徒採用案内
自衛隊福島地方協力本部では、次のとおり学生を募集します。

陸上自衛隊高等工科学校生徒

17 歳未満の男子

 

 

第２次試験：陸上自衛隊郡山駐屯地 

500 字程度の作文

第２次試験：口述試験（個別面接）及び身体検査

月１日（月）～令和４年１月 14 日（金）

相双地域事務所にて受付

相双地域事務所（☎0244-23

～以下のイベントは、県・村の要請に応じて延期・中止となる場合があります～

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、練習会を開催します。どなたでも参加自由

分～ 

 

） 

空き家・空き地を募集しています！ 
村では、定住を目的に移住される新たな村民の方に、空き家・空き地

しております。村内

に所有している住宅等の賃貸や売却をお考えの方は、定住交流係までお

ＰＭ４ライトオン運動の実施について
月１日（月）から令和４年２月 28 日（月）まで

の間、『ＰＭ４（ピーエム・フォー）ライトオン運動』が実施されていま

や、こまめな上下

また、歩行者等につきましても、夜光反射材用品や懐中電灯等を活用

相馬地方障がい者差別解消法講演会
令和３年５月、障害者差別解消法が改正されました。改正法では、企業

や店舗など民間事業者に対しても、「合理的配慮」が義務となります。

慮とは何かを中心に、私たちがめざす共生社会についてご講演いただき

22－１）

求められる合理的配慮とは？

～サービス介助士の学び障害の捉え方について～』

主催…相馬地方基幹相談支援センター拓 

ごみ出しルールを守りましょう 
ごみを出す時は、以下のルールを守って正しく出しましょう。

に出しましょう。 

に入れて出しましょう。

に入れて出しましょう。

ペットボトルのキャップとラベルは取り外す

村内で犬を飼育している方へ 
犬を飼育している方は、以下のとおり責任をもって飼いましょう。

○放し飼いをせず、鎖等できちんと繋いで管理しましょう。万が一犬が

〇犬の散歩の際は、必ずリードをつけ、フンは持ち帰りましょう。

○えさや水やりは定期的に行い、犬小屋の周りは清潔を保ち、繁殖しな

まだ狂犬病予防注射が済んでいない犬は、速やかに動物病院にて接種を済

陸上自衛隊高等工科学校生徒採用案内
自衛隊福島地方協力本部では、次のとおり学生を募集します。

陸上自衛隊高等工科学校生徒 

歳未満の男子
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第２次試験：口述試験（個別面接）及び身体検査

日（金） 

相双地域事務所にて受付

23-4712

～以下のイベントは、県・村の要請に応じて延期・中止となる場合があります～

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、練習会を開催します。どなたでも参加自由

 
村では、定住を目的に移住される新たな村民の方に、空き家・空き地

しております。村内

に所有している住宅等の賃貸や売却をお考えの方は、定住交流係までお

ＰＭ４ライトオン運動の実施について 
日（月）まで

の間、『ＰＭ４（ピーエム・フォー）ライトオン運動』が実施されていま

や、こまめな上下

また、歩行者等につきましても、夜光反射材用品や懐中電灯等を活用

相馬地方障がい者差別解消法講演会 
改正法では、企業

や店舗など民間事業者に対しても、「合理的配慮」が義務となります。合理的配

慮とは何かを中心に、私たちがめざす共生社会についてご講演いただき

－１） 

求められる合理的配慮とは？ 

～サービス介助士の学び障害の捉え方について～』 

 
ごみを出す時は、以下のルールを守って正しく出しましょう。 

に入れて出しましょう。 

に入れて出しましょう。 

ペットボトルのキャップとラベルは取り外す

 
犬を飼育している方は、以下のとおり責任をもって飼いましょう。 

○放し飼いをせず、鎖等できちんと繋いで管理しましょう。万が一犬が

〇犬の散歩の際は、必ずリードをつけ、フンは持ち帰りましょう。 

○えさや水やりは定期的に行い、犬小屋の周りは清潔を保ち、繁殖しな

まだ狂犬病予防注射が済んでいない犬は、速やかに動物病院にて接種を済

陸上自衛隊高等工科学校生徒採用案内 
自衛隊福島地方協力本部では、次のとおり学生を募集します。 

歳未満の男子 
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相双地域事務所にて受付 

4712） 

～以下のイベントは、県・村の要請に応じて延期・中止となる場合があります～

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、練習会を開催します。どなたでも参加自由

村では、定住を目的に移住される新たな村民の方に、空き家・空き地

しております。村内

に所有している住宅等の賃貸や売却をお考えの方は、定住交流係までお

日（月）まで

の間、『ＰＭ４（ピーエム・フォー）ライトオン運動』が実施されていま

や、こまめな上下

また、歩行者等につきましても、夜光反射材用品や懐中電灯等を活用

改正法では、企業

合理的配

慮とは何かを中心に、私たちがめざす共生社会についてご講演いただき

ペットボトルのキャップとラベルは取り外す

 

○放し飼いをせず、鎖等できちんと繋いで管理しましょう。万が一犬が

○えさや水やりは定期的に行い、犬小屋の周りは清潔を保ち、繁殖しな

まだ狂犬病予防注射が済んでいない犬は、速やかに動物病院にて接種を済

 

～以下のイベントは、県・村の要請に応じて延期・中止となる場合があります～ 

南相馬市飯舘同窓会では、練習会を開催します。どなたでも参加自由


