
 

 

 

ために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう。

○月日…

○会場…いいたて活性化センター「いちばん館」

○子宮がん検診対象…以下①・②の両方を満たす方

○乳がん検診対象…①令和３年度に

○予約…

※予約無しでは受診できません。

※今年度すでに医療機関で受診している方は受診できません。

※子宮がん検診を受診される方は、当日スカートを着用もしくはご持参く

申込・問

 

対象に、臨時窓口を開設します。混雑を避けるため、

 

話ください。

○開庁日時…

         

○場

○取扱いできる業務

 

 

 

○予約方法…役場住民課へお電話でご予約をいただくか、来庁いただいた

※必ず予約が必要です。ご注意ください。

問

員

〇採用職種…給食調理員（フルタイム会計年度任用職員）

○勤務場所…飯舘村伊丹沢字山田地内

○雇用期間…令和４年４月１日～令和５年３月

○賃

○応募方法…履歴書に必要事項を記入し村教育委員会へ持参または郵送。

      

〇試験内容…面接

○募集期間…

問

 

め、下記のとおり防災訓練を実施します。

ルス感染拡大防止のため、住民参加による訓練は行いません。

た避難の呼びかけを行いますが、

○日時…令和３年

○場所…いいたてスポーツ公園

○村内での訓練

問

いいたてクリニックの診療日時

以下の日程で、子宮がん検診・乳がん検診を行います。ご自分の身体の

ために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう。

○月日…

○会場…いいたて活性化センター「いちばん館」

○子宮がん検診対象…以下①・②の両方を満たす方

※昨年度未受診の場合は奇数歳の方も受診できます。

○乳がん検診対象…①令和３年度に

※昨年度未受診の場合は奇数歳の方も受診できます。

○予約…

※予約無しでは受診できません。

※今年度すでに医療機関で受診している方は受診できません。

※子宮がん検診を受診される方は、当日スカートを着用もしくはご持参く

ださい。

申込・問

マイナンバーカード臨時窓口を開設します
 村では、平日の業務時間内にマイナンバーカードの手続きが難しい方を

対象に、臨時窓口を開設します。混雑を避けるため、

 受け取り期間を過ぎたカードでも受け取りができますので、まずはお電

話ください。

○開庁日時…

         

○場  

○取扱いできる業務

 ・マイナンバーカード（個人番号カード）の申請、受け取り、更新

 ・マイナポイントの申込み（令和３年４月末までにカードの申請を行っ

た方で、まだ手続きをしていない方が対象です。）

 ・マイナンバーカードを保険証として利用する手続き（マイナンバーカ

ードを持参のうえ、窓口で４ケタの暗証番号を入力していただきます

のでご準備をお願いいたします。）

○予約方法…役場住民課へお電話でご予約をいただくか、来庁いただいた

※必ず予約が必要です。ご注意ください。

問住民課住民係（

村教育委員会では、令和４年４月１日採用の

員を募集します。

〇採用職種…給食調理員（フルタイム会計年度任用職員）

○勤務場所…飯舘村伊丹沢字山田地内

○雇用期間…令和４年４月１日～令和５年３月

○賃 金 

○応募方法…履歴書に必要事項を記入し村教育委員会へ持参または郵送。

      

〇試験内容…面接

○募集期間…

問教育課学校教育係（☎

令和３年度原子力防災訓練実施について
 原子力災害発生時の避難に係る対応力の向上と応援体制を検証するた

め、下記のとおり防災訓練を実施します。

ルス感染拡大防止のため、住民参加による訓練は行いません。

一部、村内での広報車、緊急速報メール等を使い、原子力災害を想定し

た避難の呼びかけを行いますが、

○日時…令和３年

○場所…いいたてスポーツ公園

○村内での訓練

①広報車による広報訓練…午前８時～午前８時

②携帯電話への緊急速報メール発信訓練…午前８時

問総務課総務係（☎

いいたてクリニックの診療日時

子宮がん・乳がん検診を行います
以下の日程で、子宮がん検診・乳がん検診を行います。ご自分の身体の

ために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう。

○月日…令和４年１月

○会場…いいたて活性化センター「いちばん館」

○子宮がん検診対象…以下①・②の両方を満たす方

※昨年度未受診の場合は奇数歳の方も受診できます。

○乳がん検診対象…①令和３年度に

※昨年度未受診の場合は奇数歳の方も受診できます。

○予約…12 月３日（金）まで

予約受付後、受診録を郵送いたします。

※予約無しでは受診できません。

※今年度すでに医療機関で受診している方は受診できません。

※子宮がん検診を受診される方は、当日スカートを着用もしくはご持参く

ださい。 

申込・問健康福祉課健康係（いちばん館内☎

マイナンバーカード臨時窓口を開設します
村では、平日の業務時間内にマイナンバーカードの手続きが難しい方を

対象に、臨時窓口を開設します。混雑を避けるため、

受け取り期間を過ぎたカードでも受け取りができますので、まずはお電

話ください。 

○開庁日時…令和３年

         令和３年

  所…飯舘村役場１階

○取扱いできる業務

・マイナンバーカード（個人番号カード）の申請、受け取り、更新

・マイナポイントの申込み（令和３年４月末までにカードの申請を行っ

た方で、まだ手続きをしていない方が対象です。）

・マイナンバーカードを保険証として利用する手続き（マイナンバーカ

ードを持参のうえ、窓口で４ケタの暗証番号を入力していただきます

のでご準備をお願いいたします。）

○予約方法…役場住民課へお電話でご予約をいただくか、来庁いただいた

際にご予約をお願いします。

※必ず予約が必要です。ご注意ください。

住民課住民係（

令和４年度採用
村教育委員会では、令和４年４月１日採用の

を募集します。

〇採用職種…給食調理員（フルタイム会計年度任用職員）

○勤務場所…飯舘村伊丹沢字山田地内

○雇用期間…令和４年４月１日～令和５年３月

 等…村規程による

○応募方法…履歴書に必要事項を記入し村教育委員会へ持参または郵送。

      （〒

〇試験内容…面接

○募集期間…12

教育課学校教育係（☎

令和３年度原子力防災訓練実施について
原子力災害発生時の避難に係る対応力の向上と応援体制を検証するた

め、下記のとおり防災訓練を実施します。

ルス感染拡大防止のため、住民参加による訓練は行いません。

一部、村内での広報車、緊急速報メール等を使い、原子力災害を想定し

た避難の呼びかけを行いますが、

○日時…令和３年

○場所…いいたてスポーツ公園

○村内での訓練 

①広報車による広報訓練…午前８時～午前８時

②携帯電話への緊急速報メール発信訓練…午前８時

総務課総務係（☎

いいたてクリニックの診療日時

子宮がん・乳がん検診を行います
以下の日程で、子宮がん検診・乳がん検診を行います。ご自分の身体の

ために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう。

令和４年１月 28

○会場…いいたて活性化センター「いちばん館」

○子宮がん検診対象…以下①・②の両方を満たす方

①令和３年度に

②

※昨年度未受診の場合は奇数歳の方も受診できます。

○乳がん検診対象…①令和３年度に

②40

※昨年度未受診の場合は奇数歳の方も受診できます。

月３日（金）まで

予約受付後、受診録を郵送いたします。

※予約無しでは受診できません。

※今年度すでに医療機関で受診している方は受診できません。

※子宮がん検診を受診される方は、当日スカートを着用もしくはご持参く

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

マイナンバーカード臨時窓口を開設します
村では、平日の業務時間内にマイナンバーカードの手続きが難しい方を

対象に、臨時窓口を開設します。混雑を避けるため、

受け取り期間を過ぎたカードでも受け取りができますので、まずはお電

令和３年 12

令和３年 12

所…飯舘村役場１階

○取扱いできる業務 

・マイナンバーカード（個人番号カード）の申請、受け取り、更新

・マイナポイントの申込み（令和３年４月末までにカードの申請を行っ

た方で、まだ手続きをしていない方が対象です。）

・マイナンバーカードを保険証として利用する手続き（マイナンバーカ

ードを持参のうえ、窓口で４ケタの暗証番号を入力していただきます

のでご準備をお願いいたします。）

○予約方法…役場住民課へお電話でご予約をいただくか、来庁いただいた

際にご予約をお願いします。

※必ず予約が必要です。ご注意ください。

住民課住民係（☎0244

令和４年度採用
村教育委員会では、令和４年４月１日採用の

を募集します。 

〇採用職種…給食調理員（フルタイム会計年度任用職員）

○勤務場所…飯舘村伊丹沢字山田地内

○雇用期間…令和４年４月１日～令和５年３月

等…村規程による

○応募方法…履歴書に必要事項を記入し村教育委員会へ持参または郵送。

（〒960-1892

〇試験内容…面接試験（後日、申込者に日程を通知します。）

12 月 24 日（金）まで

教育課学校教育係（☎

令和３年度原子力防災訓練実施について
原子力災害発生時の避難に係る対応力の向上と応援体制を検証するた

め、下記のとおり防災訓練を実施します。

ルス感染拡大防止のため、住民参加による訓練は行いません。

一部、村内での広報車、緊急速報メール等を使い、原子力災害を想定し

た避難の呼びかけを行いますが、

○日時…令和３年 11 月

○場所…いいたてスポーツ公園

 

①広報車による広報訓練…午前８時～午前８時

②携帯電話への緊急速報メール発信訓練…午前８時

総務課総務係（☎0244

いいたてクリニックの診療日時

子宮がん・乳がん検診を行います
以下の日程で、子宮がん検診・乳がん検診を行います。ご自分の身体の

ために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう。

28 日（金）

○会場…いいたて活性化センター「いちばん館」

○子宮がん検診対象…以下①・②の両方を満たす方

①令和３年度に

②20 歳、

※昨年度未受診の場合は奇数歳の方も受診できます。

○乳がん検診対象…①令和３年度に

40 歳、42

※昨年度未受診の場合は奇数歳の方も受診できます。

月３日（金）までに健康係まで予約をしてください。

予約受付後、受診録を郵送いたします。

※予約無しでは受診できません。

※今年度すでに医療機関で受診している方は受診できません。

※子宮がん検診を受診される方は、当日スカートを着用もしくはご持参く

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

マイナンバーカード臨時窓口を開設します
村では、平日の業務時間内にマイナンバーカードの手続きが難しい方を

対象に、臨時窓口を開設します。混雑を避けるため、

受け取り期間を過ぎたカードでも受け取りができますので、まずはお電

12 月  

12 月 18

所…飯舘村役場１階 

・マイナンバーカード（個人番号カード）の申請、受け取り、更新

・マイナポイントの申込み（令和３年４月末までにカードの申請を行っ

た方で、まだ手続きをしていない方が対象です。）

・マイナンバーカードを保険証として利用する手続き（マイナンバーカ

ードを持参のうえ、窓口で４ケタの暗証番号を入力していただきます

のでご準備をお願いいたします。）

○予約方法…役場住民課へお電話でご予約をいただくか、来庁いただいた

際にご予約をお願いします。

※必ず予約が必要です。ご注意ください。

☎0244-42-161

令和４年度採用
村教育委員会では、令和４年４月１日採用の

〇採用職種…給食調理員（フルタイム会計年度任用職員）

○勤務場所…飯舘村伊丹沢字山田地内

○雇用期間…令和４年４月１日～令和５年３月

等…村規程による 

○応募方法…履歴書に必要事項を記入し村教育委員会へ持参または郵送。

1892 飯舘村伊丹沢字伊丹沢

試験（後日、申込者に日程を通知します。）

日（金）まで

教育課学校教育係（☎0244-

令和３年度原子力防災訓練実施について
原子力災害発生時の避難に係る対応力の向上と応援体制を検証するた

め、下記のとおり防災訓練を実施します。

ルス感染拡大防止のため、住民参加による訓練は行いません。

一部、村内での広報車、緊急速報メール等を使い、原子力災害を想定し

た避難の呼びかけを行いますが、

月 27 日（土）午前８時～

○場所…いいたてスポーツ公園

①広報車による広報訓練…午前８時～午前８時

②携帯電話への緊急速報メール発信訓練…午前８時

0244-42-1611

いいたてクリニックの診療日時 毎週火・木曜日

子宮がん・乳がん検診を行います
以下の日程で、子宮がん検診・乳がん検診を行います。ご自分の身体の

ために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう。

日（金） 

○会場…いいたて活性化センター「いちばん館」

○子宮がん検診対象…以下①・②の両方を満たす方

①令和３年度に

歳、22 歳など偶数歳の方

※昨年度未受診の場合は奇数歳の方も受診できます。

○乳がん検診対象…①令和３年度に 40

42 歳など偶数歳の方

※昨年度未受診の場合は奇数歳の方も受診できます。

に健康係まで予約をしてください。

予約受付後、受診録を郵送いたします。

※予約無しでは受診できません。 

※今年度すでに医療機関で受診している方は受診できません。

※子宮がん検診を受診される方は、当日スカートを着用もしくはご持参く

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

マイナンバーカード臨時窓口を開設します
村では、平日の業務時間内にマイナンバーカードの手続きが難しい方を

対象に、臨時窓口を開設します。混雑を避けるため、

受け取り期間を過ぎたカードでも受け取りができますので、まずはお電

 ８日（水）

18 日（土）

 住民課窓口

・マイナンバーカード（個人番号カード）の申請、受け取り、更新

・マイナポイントの申込み（令和３年４月末までにカードの申請を行っ

た方で、まだ手続きをしていない方が対象です。）

・マイナンバーカードを保険証として利用する手続き（マイナンバーカ

ードを持参のうえ、窓口で４ケタの暗証番号を入力していただきます

のでご準備をお願いいたします。）

○予約方法…役場住民課へお電話でご予約をいただくか、来庁いただいた

際にご予約をお願いします。

※必ず予約が必要です。ご注意ください。

1618） 

令和４年度採用 
村教育委員会では、令和４年４月１日採用の

〇採用職種…給食調理員（フルタイム会計年度任用職員）

○勤務場所…飯舘村伊丹沢字山田地内

○雇用期間…令和４年４月１日～令和５年３月

○応募方法…履歴書に必要事項を記入し村教育委員会へ持参または郵送。

飯舘村伊丹沢字伊丹沢

試験（後日、申込者に日程を通知します。）

日（金）まで（郵送の場合必着）

-42-1631

令和３年度原子力防災訓練実施について
原子力災害発生時の避難に係る対応力の向上と応援体制を検証するた

め、下記のとおり防災訓練を実施します。

ルス感染拡大防止のため、住民参加による訓練は行いません。

一部、村内での広報車、緊急速報メール等を使い、原子力災害を想定し

た避難の呼びかけを行いますが、実際の避難等は不要です。

日（土）午前８時～

○場所…いいたてスポーツ公園 

①広報車による広報訓練…午前８時～午前８時

②携帯電話への緊急速報メール発信訓練…午前８時

1611） 

毎週火・木曜日

第 976

子宮がん・乳がん検診を行います
以下の日程で、子宮がん検診・乳がん検診を行います。ご自分の身体の

ために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう。

○会場…いいたて活性化センター「いちばん館」

○子宮がん検診対象…以下①・②の両方を満たす方

①令和３年度に 20 歳以上となる女性の方

歳など偶数歳の方

※昨年度未受診の場合は奇数歳の方も受診できます。

40 歳以上となる女性の方

歳など偶数歳の方

※昨年度未受診の場合は奇数歳の方も受診できます。

に健康係まで予約をしてください。

予約受付後、受診録を郵送いたします。

※今年度すでに医療機関で受診している方は受診できません。

※子宮がん検診を受診される方は、当日スカートを着用もしくはご持参く

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

マイナンバーカード臨時窓口を開設します
村では、平日の業務時間内にマイナンバーカードの手続きが難しい方を

対象に、臨時窓口を開設します。混雑を避けるため、

受け取り期間を過ぎたカードでも受け取りができますので、まずはお電

８日（水） 午後５時

日（土） 午前９時～午後４時

住民課窓口 

・マイナンバーカード（個人番号カード）の申請、受け取り、更新

・マイナポイントの申込み（令和３年４月末までにカードの申請を行っ

た方で、まだ手続きをしていない方が対象です。）

・マイナンバーカードを保険証として利用する手続き（マイナンバーカ

ードを持参のうえ、窓口で４ケタの暗証番号を入力していただきます

のでご準備をお願いいたします。） 

○予約方法…役場住民課へお電話でご予約をいただくか、来庁いただいた

際にご予約をお願いします。 

※必ず予約が必要です。ご注意ください。 

 

 給食調理員募集
村教育委員会では、令和４年４月１日採用の

〇採用職種…給食調理員（フルタイム会計年度任用職員）

○勤務場所…飯舘村伊丹沢字山田地内 ○募集人員…若干名

○雇用期間…令和４年４月１日～令和５年３月

○応募方法…履歴書に必要事項を記入し村教育委員会へ持参または郵送。

飯舘村伊丹沢字伊丹沢

試験（後日、申込者に日程を通知します。）

（郵送の場合必着）

1631） 

令和３年度原子力防災訓練実施について
原子力災害発生時の避難に係る対応力の向上と応援体制を検証するた

め、下記のとおり防災訓練を実施します。今年度の訓練は、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため、住民参加による訓練は行いません。

一部、村内での広報車、緊急速報メール等を使い、原子力災害を想定し

実際の避難等は不要です。

日（土）午前８時～

①広報車による広報訓練…午前８時～午前８時

②携帯電話への緊急速報メール発信訓練…午前８時

 

毎週火・木曜日

976 号 令和３年

子宮がん・乳がん検診を行います
以下の日程で、子宮がん検診・乳がん検診を行います。ご自分の身体の

ために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう。

○会場…いいたて活性化センター「いちばん館」 

○子宮がん検診対象…以下①・②の両方を満たす方

歳以上となる女性の方

歳など偶数歳の方

※昨年度未受診の場合は奇数歳の方も受診できます。

歳以上となる女性の方

歳など偶数歳の方 

※昨年度未受診の場合は奇数歳の方も受診できます。

に健康係まで予約をしてください。

予約受付後、受診録を郵送いたします。 

※今年度すでに医療機関で受診している方は受診できません。

※子宮がん検診を受診される方は、当日スカートを着用もしくはご持参く

健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42

マイナンバーカード臨時窓口を開設します
村では、平日の業務時間内にマイナンバーカードの手続きが難しい方を

対象に、臨時窓口を開設します。混雑を避けるため、事前予約制

受け取り期間を過ぎたカードでも受け取りができますので、まずはお電

午後５時 30

午前９時～午後４時

・マイナンバーカード（個人番号カード）の申請、受け取り、更新

・マイナポイントの申込み（令和３年４月末までにカードの申請を行っ

た方で、まだ手続きをしていない方が対象です。）

・マイナンバーカードを保険証として利用する手続き（マイナンバーカ

ードを持参のうえ、窓口で４ケタの暗証番号を入力していただきます

○予約方法…役場住民課へお電話でご予約をいただくか、来庁いただいた

給食調理員募集
村教育委員会では、令和４年４月１日採用の学校給食・こども園給食調理

〇採用職種…給食調理員（フルタイム会計年度任用職員）

○募集人員…若干名

○雇用期間…令和４年４月１日～令和５年３月 31 日（更新あり）

○応募方法…履歴書に必要事項を記入し村教育委員会へ持参または郵送。

飯舘村伊丹沢字伊丹沢

試験（後日、申込者に日程を通知します。）

（郵送の場合必着）

令和３年度原子力防災訓練実施について
原子力災害発生時の避難に係る対応力の向上と応援体制を検証するた

今年度の訓練は、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため、住民参加による訓練は行いません。

一部、村内での広報車、緊急速報メール等を使い、原子力災害を想定し

実際の避難等は不要です。

日（土）午前８時～ 

①広報車による広報訓練…午前８時～午前８時 20 分頃

②携帯電話への緊急速報メール発信訓練…午前８時

毎週火・木曜日 午前８時

令和３年

子宮がん・乳がん検診を行います
以下の日程で、子宮がん検診・乳がん検診を行います。ご自分の身体の

ために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう。

○子宮がん検診対象…以下①・②の両方を満たす方 

歳以上となる女性の方

歳など偶数歳の方 

※昨年度未受診の場合は奇数歳の方も受診できます。 

歳以上となる女性の方

 

※昨年度未受診の場合は奇数歳の方も受診できます。 

に健康係まで予約をしてください。

※今年度すでに医療機関で受診している方は受診できません。 

※子宮がん検診を受診される方は、当日スカートを着用もしくはご持参く

42-1638）

マイナンバーカード臨時窓口を開設します
村では、平日の業務時間内にマイナンバーカードの手続きが難しい方を

事前予約制

受け取り期間を過ぎたカードでも受け取りができますので、まずはお電

30 分～午後７時

午前９時～午後４時

・マイナンバーカード（個人番号カード）の申請、受け取り、更新

・マイナポイントの申込み（令和３年４月末までにカードの申請を行っ

た方で、まだ手続きをしていない方が対象です。） 

・マイナンバーカードを保険証として利用する手続き（マイナンバーカ

ードを持参のうえ、窓口で４ケタの暗証番号を入力していただきます

○予約方法…役場住民課へお電話でご予約をいただくか、来庁いただいた

給食調理員募集
学校給食・こども園給食調理

〇採用職種…給食調理員（フルタイム会計年度任用職員） 

○募集人員…若干名

日（更新あり）

○応募方法…履歴書に必要事項を記入し村教育委員会へ持参または郵送。

飯舘村伊丹沢字伊丹沢 580－１）

試験（後日、申込者に日程を通知します。）

（郵送の場合必着） 

令和３年度原子力防災訓練実施について
原子力災害発生時の避難に係る対応力の向上と応援体制を検証するた

今年度の訓練は、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため、住民参加による訓練は行いません。 

一部、村内での広報車、緊急速報メール等を使い、原子力災害を想定し

実際の避難等は不要です。

分頃 

②携帯電話への緊急速報メール発信訓練…午前８時 

午前８時 30

令和３年 11 月 20

子宮がん・乳がん検診を行います  

以下の日程で、子宮がん検診・乳がん検診を行います。ご自分の身体の

ために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう。 

歳以上となる女性の方 

歳以上となる女性の方 

に健康係まで予約をしてください。 

 

※子宮がん検診を受診される方は、当日スカートを着用もしくはご持参く

） 

マイナンバーカード臨時窓口を開設します
村では、平日の業務時間内にマイナンバーカードの手続きが難しい方を

事前予約制とします。

受け取り期間を過ぎたカードでも受け取りができますので、まずはお電

分～午後７時 

午前９時～午後４時 

・マイナンバーカード（個人番号カード）の申請、受け取り、更新

・マイナポイントの申込み（令和３年４月末までにカードの申請を行っ

・マイナンバーカードを保険証として利用する手続き（マイナンバーカ

ードを持参のうえ、窓口で４ケタの暗証番号を入力していただきます

○予約方法…役場住民課へお電話でご予約をいただくか、来庁いただいた

給食調理員募集 
学校給食・こども園給食調理

 

○募集人員…若干名 

日（更新あり）

○応募方法…履歴書に必要事項を記入し村教育委員会へ持参または郵送。

－１） 

試験（後日、申込者に日程を通知します。） 

令和３年度原子力防災訓練実施について
原子力災害発生時の避難に係る対応力の向上と応援体制を検証するた

今年度の訓練は、新型コロナウイ

 

一部、村内での広報車、緊急速報メール等を使い、原子力災害を想定し

実際の避難等は不要です。 

30 分～午後０時

 

20 日 

以下の日程で、子宮がん検診・乳がん検診を行います。ご自分の身体の

※子宮がん検診を受診される方は、当日スカートを着用もしくはご持参く

マイナンバーカード臨時窓口を開設します  
村では、平日の業務時間内にマイナンバーカードの手続きが難しい方を

とします。

受け取り期間を過ぎたカードでも受け取りができますので、まずはお電

 

・マイナンバーカード（個人番号カード）の申請、受け取り、更新 

・マイナポイントの申込み（令和３年４月末までにカードの申請を行っ

・マイナンバーカードを保険証として利用する手続き（マイナンバーカ

ードを持参のうえ、窓口で４ケタの暗証番号を入力していただきます

○予約方法…役場住民課へお電話でご予約をいただくか、来庁いただいた

 
学校給食・こども園給食調理

日（更新あり） 

○応募方法…履歴書に必要事項を記入し村教育委員会へ持参または郵送。

令和３年度原子力防災訓練実施について 
原子力災害発生時の避難に係る対応力の向上と応援体制を検証するた

今年度の訓練は、新型コロナウイ

一部、村内での広報車、緊急速報メール等を使い、原子力災害を想定し

分～午後０時

 

 

 

以下の日程で、子宮がん検診・乳がん検診を行います。ご自分の身体の

※子宮がん検診を受診される方は、当日スカートを着用もしくはご持参く

村では、平日の業務時間内にマイナンバーカードの手続きが難しい方を

とします。 

受け取り期間を過ぎたカードでも受け取りができますので、まずはお電

・マイナポイントの申込み（令和３年４月末までにカードの申請を行っ

・マイナンバーカードを保険証として利用する手続き（マイナンバーカ

ードを持参のうえ、窓口で４ケタの暗証番号を入力していただきます

○予約方法…役場住民課へお電話でご予約をいただくか、来庁いただいた

学校給食・こども園給食調理

○応募方法…履歴書に必要事項を記入し村教育委員会へ持参または郵送。 

原子力災害発生時の避難に係る対応力の向上と応援体制を検証するた

今年度の訓練は、新型コロナウイ

一部、村内での広報車、緊急速報メール等を使い、原子力災害を想定し

令和４年の本村成人式対象者の方へ式典等のご案内を発送させていた

だきました。出欠の報告期限を

だ出欠はがきを出していない方は、

たします。また、メッセージは出欠に関わらずご記入ください。

なお、対象者の方で通知が届いていない方がいらっしゃいましたら、教

育委員会生涯学習課までご連絡をお願いいたします。

〇日時…令和４年１月９日（日）

○受付…正午～（式典は午後２時

〇場所…飯舘村交流センター「ふれ愛館」ホール

問生涯学習課（

軽自動車税は、

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、

令和４年３月末日まで

きを行ってください。

○手続き先

原動機付自転車（

小型特殊自動車（農耕車両等）

軽２輪車（

２輪の小型自動車（

軽自動車（４輪）

問住民課税務係（☎
 

各種税金等が減免中

座振替推進キャンペーンの対象となりますので、課税が再開された場合に

備えて是非この機会にお申込みください。

 なお、令和３年度に各種税金等が課税されていない方は対象外となりま

すのでご了承ください。

〇キャンペーン期間…令和３年

村外の金融機関・支店を希望される方は、事前に税務係までご連絡くだ

さい。

※税務係より９月中に『口座振替に係る確認書』を送付しておりますが、

返信がまだの方は忘れず返信をお願いいたします。

※口座振替推進キャンペーンの詳細は

問住民課税務係（☎

 

村内にお住まいの方・福島市に避難されている方

 福島市内での１回目、２回目の新型コロナワクチン接種の受付は、

一部医療機関を除き終了しています。

 まだ、

より２回目の接種を受けていない方等、対象年齢に到達し、接種を希望さ

れる方

ください。

ワクチン接種状況について（速報値）

村民のワクチンの接種状況についてお知らせします。

65

村民全体（接種対象者）
 

問健康福祉課健康係（いちばん館内

分～午後０時 30 分（受付は午前８時

成人式の出欠報告をお願いします！
令和４年の本村成人式対象者の方へ式典等のご案内を発送させていた

だきました。出欠の報告期限を

だ出欠はがきを出していない方は、

たします。また、メッセージは出欠に関わらずご記入ください。

なお、対象者の方で通知が届いていない方がいらっしゃいましたら、教

育委員会生涯学習課までご連絡をお願いいたします。

〇日時…令和４年１月９日（日）

○受付…正午～（式典は午後２時

〇場所…飯舘村交流センター「ふれ愛館」ホール

生涯学習課（

正しく登録・抹消されていますか？
軽自動車税は、

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、

令和４年３月末日まで

きを行ってください。

○手続き先 

原動機付自転車（

小型特殊自動車（農耕車両等）

軽２輪車（126cc

２輪の小型自動車（

軽自動車（４輪）

住民課税務係（☎

口座振替推進キャンペーン実地中

各種税金等が減免中

座振替推進キャンペーンの対象となりますので、課税が再開された場合に

備えて是非この機会にお申込みください。

なお、令和３年度に各種税金等が課税されていない方は対象外となりま

すのでご了承ください。

〇キャンペーン期間…令和３年

村外の金融機関・支店を希望される方は、事前に税務係までご連絡くだ

さい。 

※税務係より９月中に『口座振替に係る確認書』を送付しておりますが、

返信がまだの方は忘れず返信をお願いいたします。

※口座振替推進キャンペーンの詳細は

住民課税務係（☎

○国民健康保険税

○介護保険料

○後期高齢者医療保険料

○上下水道使用料

問

 

村内にお住まいの方・福島市に避難されている方

福島市内での１回目、２回目の新型コロナワクチン接種の受付は、

一部医療機関を除き終了しています。

まだ、ワクチンを未接種でこれから接種を希望される方、何らかの理由に

より２回目の接種を受けていない方等、対象年齢に到達し、接種を希望さ

れる方は、福島市のホームページを確認するか健康福祉課までご連絡

ください。

ワクチン接種状況について（速報値）

村民のワクチンの接種状況についてお知らせします。

65 歳以上の方

村民全体（接種対象者）

健康福祉課健康係（いちばん館内

新型コロナワクチン接種に関するお知らせ

分（受付は午前８時

成人式の出欠報告をお願いします！
令和４年の本村成人式対象者の方へ式典等のご案内を発送させていた

だきました。出欠の報告期限を

だ出欠はがきを出していない方は、

たします。また、メッセージは出欠に関わらずご記入ください。

なお、対象者の方で通知が届いていない方がいらっしゃいましたら、教

育委員会生涯学習課までご連絡をお願いいたします。

〇日時…令和４年１月９日（日）

○受付…正午～（式典は午後２時

〇場所…飯舘村交流センター「ふれ愛館」ホール

生涯学習課（ふれ愛館☎

正しく登録・抹消されていますか？
軽自動車税は、４月１日（水）午前０時現在

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

令和４年３月末日まで

きを行ってください。

  

原動機付自転車（50cc

小型特殊自動車（農耕車両等）

126cc～250cc

２輪の小型自動車（

軽自動車（４輪） 

住民課税務係（☎

口座振替推進キャンペーン実地中

（商品券
各種税金等が減免中

座振替推進キャンペーンの対象となりますので、課税が再開された場合に

備えて是非この機会にお申込みください。

なお、令和３年度に各種税金等が課税されていない方は対象外となりま

すのでご了承ください。

〇キャンペーン期間…令和３年

村外の金融機関・支店を希望される方は、事前に税務係までご連絡くだ

※税務係より９月中に『口座振替に係る確認書』を送付しておりますが、

返信がまだの方は忘れず返信をお願いいたします。

※口座振替推進キャンペーンの詳細は

住民課税務係（☎

○国民健康保険税

○介護保険料

○後期高齢者医療保険料

○上下水道使用料

住民課税務係（☎

村内にお住まいの方・福島市に避難されている方

福島市内での１回目、２回目の新型コロナワクチン接種の受付は、

一部医療機関を除き終了しています。

ワクチンを未接種でこれから接種を希望される方、何らかの理由に

より２回目の接種を受けていない方等、対象年齢に到達し、接種を希望さ

は、福島市のホームページを確認するか健康福祉課までご連絡

ください。 

ワクチン接種状況について（速報値）

村民のワクチンの接種状況についてお知らせします。

対象者

歳以上の方    

村民全体（接種対象者）

健康福祉課健康係（いちばん館内

新型コロナワクチン接種に関するお知らせ

分（受付は午前８時

成人式の出欠報告をお願いします！
令和４年の本村成人式対象者の方へ式典等のご案内を発送させていた

だきました。出欠の報告期限を

だ出欠はがきを出していない方は、

たします。また、メッセージは出欠に関わらずご記入ください。

なお、対象者の方で通知が届いていない方がいらっしゃいましたら、教

育委員会生涯学習課までご連絡をお願いいたします。

〇日時…令和４年１月９日（日）

○受付…正午～（式典は午後２時

〇場所…飯舘村交流センター「ふれ愛館」ホール

ふれ愛館☎

あなたの軽自動車は、

正しく登録・抹消されていますか？
４月１日（水）午前０時現在

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

所有する方が亡くなった

令和４年３月末日までに必ず軽自動車協会等で名義変更や抹消登録の手続

きを行ってください。 

50cc～125cc

小型特殊自動車（農耕車両等）

250cc 以下）

２輪の小型自動車（250cc 超）

 

住民課税務係（☎0244-42

口座振替推進キャンペーン実地中

（商品券
各種税金等が減免中であっても口座振替の申込手続きは可能であり口

座振替推進キャンペーンの対象となりますので、課税が再開された場合に

備えて是非この機会にお申込みください。

なお、令和３年度に各種税金等が課税されていない方は対象外となりま

すのでご了承ください。 

〇キャンペーン期間…令和３年

村外の金融機関・支店を希望される方は、事前に税務係までご連絡くだ

※税務係より９月中に『口座振替に係る確認書』を送付しておりますが、

返信がまだの方は忘れず返信をお願いいたします。

※口座振替推進キャンペーンの詳細は

住民課税務係（☎0244-42

○国民健康保険税

○介護保険料         

○後期高齢者医療保険料

○上下水道使用料

住民課税務係（☎

村内にお住まいの方・福島市に避難されている方

福島市内での１回目、２回目の新型コロナワクチン接種の受付は、

一部医療機関を除き終了しています。

ワクチンを未接種でこれから接種を希望される方、何らかの理由に

より２回目の接種を受けていない方等、対象年齢に到達し、接種を希望さ

は、福島市のホームページを確認するか健康福祉課までご連絡

ワクチン接種状況について（速報値）

村民のワクチンの接種状況についてお知らせします。

対象者 

     

村民全体（接種対象者）

健康福祉課健康係（いちばん館内

新型コロナワクチン接種に関するお知らせ

今 月

分（受付は午前８時 30 分～午前

成人式の出欠報告をお願いします！
令和４年の本村成人式対象者の方へ式典等のご案内を発送させていた

だきました。出欠の報告期限を 11

だ出欠はがきを出していない方は、

たします。また、メッセージは出欠に関わらずご記入ください。

なお、対象者の方で通知が届いていない方がいらっしゃいましたら、教

育委員会生涯学習課までご連絡をお願いいたします。

〇日時…令和４年１月９日（日）

○受付…正午～（式典は午後２時

〇場所…飯舘村交流センター「ふれ愛館」ホール

ふれ愛館☎0244-42

あなたの軽自動車は、

正しく登録・抹消されていますか？
４月１日（水）午前０時現在

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

所有する方が亡くなった

に必ず軽自動車協会等で名義変更や抹消登録の手続

125cc） 

小型特殊自動車（農耕車両等） 

以下） 

超） 

42-1615

口座振替推進キャンペーン実地中

（商品券 2,000
であっても口座振替の申込手続きは可能であり口

座振替推進キャンペーンの対象となりますので、課税が再開された場合に

備えて是非この機会にお申込みください。

なお、令和３年度に各種税金等が課税されていない方は対象外となりま

〇キャンペーン期間…令和３年 12 月

村外の金融機関・支店を希望される方は、事前に税務係までご連絡くだ

※税務係より９月中に『口座振替に係る確認書』を送付しておりますが、

返信がまだの方は忘れず返信をお願いいたします。

※口座振替推進キャンペーンの詳細は

42-1615

○国民健康保険税      

         

○後期高齢者医療保険料

○上下水道使用料      

住民課税務係（☎0244

村内にお住まいの方・福島市に避難されている方

福島市内での１回目、２回目の新型コロナワクチン接種の受付は、

一部医療機関を除き終了しています。

ワクチンを未接種でこれから接種を希望される方、何らかの理由に

より２回目の接種を受けていない方等、対象年齢に到達し、接種を希望さ

は、福島市のホームページを確認するか健康福祉課までご連絡

ワクチン接種状況について（速報値）

村民のワクチンの接種状況についてお知らせします。

 

     2,102

村民全体（接種対象者） 4,7

健康福祉課健康係（いちばん館内

新型コロナワクチン接種に関するお知らせ

月 の

分～午前

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

成人式の出欠報告をお願いします！
令和４年の本村成人式対象者の方へ式典等のご案内を発送させていた

11 月 24

だ出欠はがきを出していない方は、大至急

たします。また、メッセージは出欠に関わらずご記入ください。

なお、対象者の方で通知が届いていない方がいらっしゃいましたら、教

育委員会生涯学習課までご連絡をお願いいたします。

〇日時…令和４年１月９日（日） 

○受付…正午～（式典は午後２時 30 分終了予定）

〇場所…飯舘村交流センター「ふれ愛館」ホール

42-0072）

あなたの軽自動車は、

正しく登録・抹消されていますか？
４月１日（水）午前０時現在

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

所有する方が亡くなった

に必ず軽自動車協会等で名義変更や抹消登録の手続

 
役場税務係

 軽自動車協会

東北運輸局福島

支局 

軽自動車検査協

会福島事務所

1615） 

口座振替推進キャンペーン実地中

2,000 円プレゼント）
であっても口座振替の申込手続きは可能であり口

座振替推進キャンペーンの対象となりますので、課税が再開された場合に

備えて是非この機会にお申込みください。

なお、令和３年度に各種税金等が課税されていない方は対象外となりま

月 28 日（火）まで

村外の金融機関・支店を希望される方は、事前に税務係までご連絡くだ

※税務係より９月中に『口座振替に係る確認書』を送付しておりますが、

返信がまだの方は忘れず返信をお願いいたします。

※口座振替推進キャンペーンの詳細は以下まで確認願います。

1615） 

 
      ５期

         ５期     

○後期高齢者医療保険料      ４期     

      ９・1

0244-42-1615

 

村内にお住まいの方・福島市に避難されている方

福島市内での１回目、２回目の新型コロナワクチン接種の受付は、

一部医療機関を除き終了しています。 

ワクチンを未接種でこれから接種を希望される方、何らかの理由に

より２回目の接種を受けていない方等、対象年齢に到達し、接種を希望さ

は、福島市のホームページを確認するか健康福祉課までご連絡

ワクチン接種状況について（速報値） 

村民のワクチンの接種状況についてお知らせします。

2,102 人 

4,709 人 

健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244

新型コロナワクチン接種に関するお知らせ

の 納 め

分～午前 11 時 30

成人式の出欠報告をお願いします！
令和４年の本村成人式対象者の方へ式典等のご案内を発送させていた

24 日（水）

大至急返送くださいますようお願いい

たします。また、メッセージは出欠に関わらずご記入ください。

なお、対象者の方で通知が届いていない方がいらっしゃいましたら、教

育委員会生涯学習課までご連絡をお願いいたします。

分終了予定）

〇場所…飯舘村交流センター「ふれ愛館」ホール

） 

あなたの軽自動車は、

正しく登録・抹消されていますか？
４月１日（水）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

所有する方が亡くなったり、廃車したりした場合などは、

に必ず軽自動車協会等で名義変更や抹消登録の手続

役場税務係 

軽自動車協会

東北運輸局福島

 

軽自動車検査協

会福島事務所

口座振替推進キャンペーン実地中

円プレゼント）
であっても口座振替の申込手続きは可能であり口

座振替推進キャンペーンの対象となりますので、課税が再開された場合に

備えて是非この機会にお申込みください。 

なお、令和３年度に各種税金等が課税されていない方は対象外となりま

日（火）まで

村外の金融機関・支店を希望される方は、事前に税務係までご連絡くだ

※税務係より９月中に『口座振替に係る確認書』を送付しておりますが、

返信がまだの方は忘れず返信をお願いいたします。

以下まで確認願います。

     

     

     

10 月分 

1615） 

村内にお住まいの方・福島市に避難されている方 

福島市内での１回目、２回目の新型コロナワクチン接種の受付は、

 

ワクチンを未接種でこれから接種を希望される方、何らかの理由に

より２回目の接種を受けていない方等、対象年齢に到達し、接種を希望さ

は、福島市のホームページを確認するか健康福祉課までご連絡

村民のワクチンの接種状況についてお知らせします。

11

１回目

93.6

89

0244-42

新型コロナワクチン接種に関するお知らせ

め も

30 分）☎

成人式の出欠報告をお願いします！
令和４年の本村成人式対象者の方へ式典等のご案内を発送させていた

日（水）としておりましたが、ま

返送くださいますようお願いい

たします。また、メッセージは出欠に関わらずご記入ください。

なお、対象者の方で通知が届いていない方がいらっしゃいましたら、教

育委員会生涯学習課までご連絡をお願いいたします。 

分終了予定） 

〇場所…飯舘村交流センター「ふれ愛館」ホール 

あなたの軽自動車は、 

正しく登録・抹消されていますか？
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

り、廃車したりした場合などは、

に必ず軽自動車協会等で名義変更や抹消登録の手続

 ☎

軽自動車協会 ☎

東北運輸局福島
☎

軽自動車検査協

会福島事務所 
☎

口座振替推進キャンペーン実地中

円プレゼント）
であっても口座振替の申込手続きは可能であり口

座振替推進キャンペーンの対象となりますので、課税が再開された場合に

なお、令和３年度に各種税金等が課税されていない方は対象外となりま

日（火）まで 

村外の金融機関・支店を希望される方は、事前に税務係までご連絡くだ

※税務係より９月中に『口座振替に係る確認書』を送付しておりますが、

返信がまだの方は忘れず返信をお願いいたします。 

以下まで確認願います。

           11 月

           11 月

            11 月

 11 月

 

福島市内での１回目、２回目の新型コロナワクチン接種の受付は、

ワクチンを未接種でこれから接種を希望される方、何らかの理由に

より２回目の接種を受けていない方等、対象年齢に到達し、接種を希望さ

は、福島市のホームページを確認するか健康福祉課までご連絡

村民のワクチンの接種状況についてお知らせします。

11 月 15

１回目 

93.6％ 

89.0％ 

42-1637）

新型コロナワクチン接種に関するお知らせ

も の 

分）☎0244-

成人式の出欠報告をお願いします！
令和４年の本村成人式対象者の方へ式典等のご案内を発送させていた

としておりましたが、ま

返送くださいますようお願いい

たします。また、メッセージは出欠に関わらずご記入ください。

なお、対象者の方で通知が届いていない方がいらっしゃいましたら、教

 

 

正しく登録・抹消されていますか？
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

り、廃車したりした場合などは、

に必ず軽自動車協会等で名義変更や抹消登録の手続

☎0244-

☎024-546

☎050-5540

☎050-3816

口座振替推進キャンペーン実地中 

円プレゼント） 
であっても口座振替の申込手続きは可能であり口

座振替推進キャンペーンの対象となりますので、課税が再開された場合に

なお、令和３年度に各種税金等が課税されていない方は対象外となりま

村外の金融機関・支店を希望される方は、事前に税務係までご連絡くだ

※税務係より９月中に『口座振替に係る確認書』を送付しておりますが、

 

以下まで確認願います。

月 30 日（火）

月 30 日（火）

月 30 日（火）

月 30 日（火）

福島市内での１回目、２回目の新型コロナワクチン接種の受付は、

ワクチンを未接種でこれから接種を希望される方、何らかの理由に

より２回目の接種を受けていない方等、対象年齢に到達し、接種を希望さ

は、福島市のホームページを確認するか健康福祉課までご連絡

村民のワクチンの接種状況についてお知らせします。 

15 日（月）現在

２回目

92.6

82.9

） 

新型コロナワクチン接種に関するお知らせ

-68-2277

成人式の出欠報告をお願いします！ 
令和４年の本村成人式対象者の方へ式典等のご案内を発送させていた

としておりましたが、ま

返送くださいますようお願いい

たします。また、メッセージは出欠に関わらずご記入ください。 

なお、対象者の方で通知が届いていない方がいらっしゃいましたら、教

正しく登録・抹消されていますか？ 
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

り、廃車したりした場合などは、

に必ず軽自動車協会等で名義変更や抹消登録の手続

-42-1615

546-2577

5540-2015

3816-1837

 

であっても口座振替の申込手続きは可能であり口

座振替推進キャンペーンの対象となりますので、課税が再開された場合に

なお、令和３年度に各種税金等が課税されていない方は対象外となりま

村外の金融機関・支店を希望される方は、事前に税務係までご連絡くだ

※税務係より９月中に『口座振替に係る確認書』を送付しておりますが、

以下まで確認願います。 

日（火） 

日（火） 

日（火） 

日（火） 

福島市内での１回目、２回目の新型コロナワクチン接種の受付は、

ワクチンを未接種でこれから接種を希望される方、何らかの理由に

より２回目の接種を受けていない方等、対象年齢に到達し、接種を希望さ

は、福島市のホームページを確認するか健康福祉課までご連絡

日（月）現在 

２回目 

92.6％ 

82.9％ 

新型コロナワクチン接種に関するお知らせ 

2277 

令和４年の本村成人式対象者の方へ式典等のご案内を発送させていた

としておりましたが、ま

返送くださいますようお願いい

なお、対象者の方で通知が届いていない方がいらっしゃいましたら、教

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

り、廃車したりした場合などは、

に必ず軽自動車協会等で名義変更や抹消登録の手続

1615 

2577 

2015 

1837 

であっても口座振替の申込手続きは可能であり口

座振替推進キャンペーンの対象となりますので、課税が再開された場合に

なお、令和３年度に各種税金等が課税されていない方は対象外となりま

村外の金融機関・支店を希望される方は、事前に税務係までご連絡くだ

※税務係より９月中に『口座振替に係る確認書』を送付しておりますが、

福島市内での１回目、２回目の新型コロナワクチン接種の受付は、

ワクチンを未接種でこれから接種を希望される方、何らかの理由に

より２回目の接種を受けていない方等、対象年齢に到達し、接種を希望さ

は、福島市のホームページを確認するか健康福祉課までご連絡



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 

井戸水・湧水等
 

２ 

問

 

かとなっています。１冊１万円で、１万５千円分のお買い物をすることが

できるお得な商品券です。発行数に限りがあります。

終了となりますのでお早めにお買い求めください。

日まで利用することができます。

〇販売場所…飯舘村商工会館

問

 

所がありますのでお知らせします。下記以外の検査所は通常通り実施して

いますので、そちらをご利用ください。

○冬期閉鎖する検査所…大倉体育館、比曽集会所

○

問

料で秘密は守られます。お気軽にご相談ください。

○日時…

○場所…飯舘村交流センター「ふれ愛館」視聴覚室

問

 

生を確認しています。

ようお願いします。

○エンジンキーは車体に置いたままにせず、必ず持ち帰る。

○警報器やタイヤロックなどの盗難防止用品を装置する。

○田畑や農道に放置せず、施錠可能な倉庫などに保管する。

○倉庫などに、防犯灯や防犯カメラなどを設置する。

問

令和３年度外灯・防犯灯設置補助制度のお知ら
 

置しようとする場合に、利用できる補助制度があります。希望される方は

以下によりお早めにお申込みください。

○

○

○申込先…住民課住民係

問

 

運動不足解消に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。

○日時…

※運動時はマスクの着用をお願いします。

問

サツマイモ

食品中の放射性物質測定結果のお知らせ
令和３年

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。

 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（☎

残りわずか！いいたてプレミアム付商品券
 現在販売中の『いいたてプレミアム付商品券』は、好評につき残りわず

かとなっています。１冊１万円で、１万５千円分のお買い物をすることが

できるお得な商品券です。発行数に限りがあります。

終了となりますのでお早めにお買い求めください。

日まで利用することができます。

〇販売場所…飯舘村商工会館

問飯舘村商工会（☎

村づくり推進課商工観光係（☎

放射性物質検査所冬期閉鎖のお知らせ
 村で行っている野菜等の放射性物質検査について、冬期間閉鎖する検査

所がありますのでお知らせします。下記以外の検査所は通常通り実施して

いますので、そちらをご利用ください。

○冬期閉鎖する検査所…大倉体育館、比曽集会所

○閉 鎖 期

問産業振興課農政第二係（☎

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が以下の日程により特設の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…

○場所…飯舘村交流センター「ふれ愛館」視聴覚室

問住民課住民係（☎

 農機具や金属部品などの盗難被害が全国的に増加しており、

生を確認しています。

ようお願いします。

○エンジンキーは車体に置いたままにせず、必ず持ち帰る。

○警報器やタイヤロックなどの盗難防止用品を装置する。

○田畑や農道に放置せず、施錠可能な倉庫などに保管する。

○倉庫などに、防犯灯や防犯カメラなどを設置する。

問住民課住民係（☎

令和３年度外灯・防犯灯設置補助制度のお知ら
 村では、生活環境の整備及び犯罪の防止を図るため、外灯・防犯灯を設

置しようとする場合に、利用できる補助制度があります。希望される方は

以下によりお早めにお申込みください。

○対 象…自らの地区や住宅敷地付近の

○補助金

○申込先…住民課住民係

問住民課住民係（☎

 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…

※運動時はマスクの着用をお願いします。

問生涯学習課（スポーツ公園

測定品目

キクイモ

サツマイモ

里芋

大根

白菜

食品中の放射性物質測定結果のお知らせ
令和３年 10 月１日から

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。

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（☎

残りわずか！いいたてプレミアム付商品券
現在販売中の『いいたてプレミアム付商品券』は、好評につき残りわず

かとなっています。１冊１万円で、１万５千円分のお買い物をすることが

できるお得な商品券です。発行数に限りがあります。

終了となりますのでお早めにお買い求めください。

日まで利用することができます。

〇販売場所…飯舘村商工会館

飯舘村商工会（☎

村づくり推進課商工観光係（☎

放射性物質検査所冬期閉鎖のお知らせ
村で行っている野菜等の放射性物質検査について、冬期間閉鎖する検査

所がありますのでお知らせします。下記以外の検査所は通常通り実施して

いますので、そちらをご利用ください。

○冬期閉鎖する検査所…大倉体育館、比曽集会所

閉 鎖 期

産業振興課農政第二係（☎

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が以下の日程により特設の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…12 月５日（日）

○場所…飯舘村交流センター「ふれ愛館」視聴覚室

住民課住民係（☎

農機具などの盗難に注意！
農機具や金属部品などの盗難被害が全国的に増加しており、

生を確認しています。

ようお願いします。

○エンジンキーは車体に置いたままにせず、必ず持ち帰る。

○警報器やタイヤロックなどの盗難防止用品を装置する。

○田畑や農道に放置せず、施錠可能な倉庫などに保管する。

○倉庫などに、防犯灯や防犯カメラなどを設置する。

住民課住民係（☎

令和３年度外灯・防犯灯設置補助制度のお知ら
村では、生活環境の整備及び犯罪の防止を図るため、外灯・防犯灯を設

置しようとする場合に、利用できる補助制度があります。希望される方は

以下によりお早めにお申込みください。

…自らの地区や住宅敷地付近の

犯灯を設置しようとする個人及び団体

補助金…設置費用の半額（最大４万円）

○申込先…住民課住民係

住民課住民係（☎

いいたてスポーツ公園
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

詳しくは同封チラシをご覧ください。

○日時…12 月４日（土）

※運動時はマスクの着用をお願いします。

生涯学習課（スポーツ公園

測定品目 

キクイモ 

サツマイモ 

里芋 

大根 

白菜 

食品中の放射性物質測定結果のお知らせ
月１日から

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。

放射性セシウムの基準値「飲料水

測定件数

井戸水・湧水等 

放射性セシウムの基準値

産業振興課農政第二係（☎

残りわずか！いいたてプレミアム付商品券
現在販売中の『いいたてプレミアム付商品券』は、好評につき残りわず

かとなっています。１冊１万円で、１万５千円分のお買い物をすることが

できるお得な商品券です。発行数に限りがあります。

終了となりますのでお早めにお買い求めください。

日まで利用することができます。

〇販売場所…飯舘村商工会館

飯舘村商工会（☎0244

村づくり推進課商工観光係（☎

放射性物質検査所冬期閉鎖のお知らせ
村で行っている野菜等の放射性物質検査について、冬期間閉鎖する検査

所がありますのでお知らせします。下記以外の検査所は通常通り実施して

いますので、そちらをご利用ください。

○冬期閉鎖する検査所…大倉体育館、比曽集会所

閉 鎖 期 間…

産業振興課農政第二係（☎

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が以下の日程により特設の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。

月５日（日） 

○場所…飯舘村交流センター「ふれ愛館」視聴覚室

住民課住民係（☎0244

農機具などの盗難に注意！
農機具や金属部品などの盗難被害が全国的に増加しており、

生を確認しています。盗難被害を防ぐために、以下のことについて心がける

ようお願いします。 

○エンジンキーは車体に置いたままにせず、必ず持ち帰る。

○警報器やタイヤロックなどの盗難防止用品を装置する。

○田畑や農道に放置せず、施錠可能な倉庫などに保管する。

○倉庫などに、防犯灯や防犯カメラなどを設置する。

住民課住民係（☎0244

令和３年度外灯・防犯灯設置補助制度のお知ら
村では、生活環境の整備及び犯罪の防止を図るため、外灯・防犯灯を設

置しようとする場合に、利用できる補助制度があります。希望される方は

以下によりお早めにお申込みください。

…自らの地区や住宅敷地付近の

犯灯を設置しようとする個人及び団体

設置費用の半額（最大４万円）

○申込先…住民課住民係

住民課住民係（☎0244

いいたてスポーツ公園
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

詳しくは同封チラシをご覧ください。

月４日（土） 

※運動時はマスクの着用をお願いします。

生涯学習課（スポーツ公園

測定件数

５ 

16 

６ 

７ 

７ 

食品中の放射性物質測定結果のお知らせ
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。

放射性セシウムの基準値「飲料水

測定件数 

１ 

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

残りわずか！いいたてプレミアム付商品券
現在販売中の『いいたてプレミアム付商品券』は、好評につき残りわず

かとなっています。１冊１万円で、１万５千円分のお買い物をすることが

できるお得な商品券です。発行数に限りがあります。

終了となりますのでお早めにお買い求めください。

日まで利用することができます。 

〇販売場所…飯舘村商工会館 

0244-26-7957

村づくり推進課商工観光係（☎

放射性物質検査所冬期閉鎖のお知らせ
村で行っている野菜等の放射性物質検査について、冬期間閉鎖する検査

所がありますのでお知らせします。下記以外の検査所は通常通り実施して

いますので、そちらをご利用ください。

○冬期閉鎖する検査所…大倉体育館、比曽集会所

…令和３年

や天候の状況により変更の場合あり）

産業振興課農政第二係（☎0244

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が以下の日程により特設の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。

 午前

○場所…飯舘村交流センター「ふれ愛館」視聴覚室

0244-42-1619

農機具などの盗難に注意！
農機具や金属部品などの盗難被害が全国的に増加しており、

盗難被害を防ぐために、以下のことについて心がける

○エンジンキーは車体に置いたままにせず、必ず持ち帰る。

○警報器やタイヤロックなどの盗難防止用品を装置する。

○田畑や農道に放置せず、施錠可能な倉庫などに保管する。

○倉庫などに、防犯灯や防犯カメラなどを設置する。

0244-42-1618

令和３年度外灯・防犯灯設置補助制度のお知ら
村では、生活環境の整備及び犯罪の防止を図るため、外灯・防犯灯を設

置しようとする場合に、利用できる補助制度があります。希望される方は

以下によりお早めにお申込みください。

…自らの地区や住宅敷地付近の

犯灯を設置しようとする個人及び団体

設置費用の半額（最大４万円）

○申込先…住民課住民係 

0244-42-1618

いいたてスポーツ公園
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

詳しくは同封チラシをご覧ください。

 午前

※運動時はマスクの着用をお願いします。

生涯学習課（スポーツ公園 

測定件数 
セシウム

検出件数

 

 

 

 

 

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。

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-

残りわずか！いいたてプレミアム付商品券
現在販売中の『いいたてプレミアム付商品券』は、好評につき残りわず

かとなっています。１冊１万円で、１万５千円分のお買い物をすることが

できるお得な商品券です。発行数に限りがあります。

終了となりますのでお早めにお買い求めください。

 

 午前９時～午後４時

7957） 

村づくり推進課商工観光係（☎0244

放射性物質検査所冬期閉鎖のお知らせ
村で行っている野菜等の放射性物質検査について、冬期間閉鎖する検査

所がありますのでお知らせします。下記以外の検査所は通常通り実施して

いますので、そちらをご利用ください。

○冬期閉鎖する検査所…大倉体育館、比曽集会所

令和３年 12 月～令和４年２月末

や天候の状況により変更の場合あり）

0244-42-

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が以下の日程により特設の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。

午前 10 時～午後３時

○場所…飯舘村交流センター「ふれ愛館」視聴覚室

1619） 

農機具などの盗難に注意！
農機具や金属部品などの盗難被害が全国的に増加しており、

盗難被害を防ぐために、以下のことについて心がける

○エンジンキーは車体に置いたままにせず、必ず持ち帰る。

○警報器やタイヤロックなどの盗難防止用品を装置する。

○田畑や農道に放置せず、施錠可能な倉庫などに保管する。

○倉庫などに、防犯灯や防犯カメラなどを設置する。

1618） 

令和３年度外灯・防犯灯設置補助制度のお知ら
村では、生活環境の整備及び犯罪の防止を図るため、外灯・防犯灯を設

置しようとする場合に、利用できる補助制度があります。希望される方は

以下によりお早めにお申込みください。

…自らの地区や住宅敷地付近の

犯灯を設置しようとする個人及び団体

設置費用の半額（最大４万円）

1618） 

いいたてスポーツ公園
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

詳しくは同封チラシをご覧ください。 

午前 10 時～正午

※運動時はマスクの着用をお願いします。

 林☎0244

セシウム 

検出件数 

１ 

６ 

２ 

０ 

１ 

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。

10Ｂｑ／ℓ

セシウム 

検出件数 

- 

「一般食品 100Bq/kg

-1625）

残りわずか！いいたてプレミアム付商品券
現在販売中の『いいたてプレミアム付商品券』は、好評につき残りわず

かとなっています。１冊１万円で、１万５千円分のお買い物をすることが

できるお得な商品券です。発行数に限りがあります。

終了となりますのでお早めにお買い求めください。

午前９時～午後４時

 

0244-42-1620

放射性物質検査所冬期閉鎖のお知らせ
村で行っている野菜等の放射性物質検査について、冬期間閉鎖する検査

所がありますのでお知らせします。下記以外の検査所は通常通り実施して

いますので、そちらをご利用ください。 

○冬期閉鎖する検査所…大倉体育館、比曽集会所

月～令和４年２月末

や天候の状況により変更の場合あり）

-1625）

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が以下の日程により特設の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。

時～午後３時

○場所…飯舘村交流センター「ふれ愛館」視聴覚室

 

農機具などの盗難に注意！
農機具や金属部品などの盗難被害が全国的に増加しており、

盗難被害を防ぐために、以下のことについて心がける

○エンジンキーは車体に置いたままにせず、必ず持ち帰る。

○警報器やタイヤロックなどの盗難防止用品を装置する。

○田畑や農道に放置せず、施錠可能な倉庫などに保管する。

○倉庫などに、防犯灯や防犯カメラなどを設置する。

 

令和３年度外灯・防犯灯設置補助制度のお知ら
村では、生活環境の整備及び犯罪の防止を図るため、外灯・防犯灯を設

置しようとする場合に、利用できる補助制度があります。希望される方は

以下によりお早めにお申込みください。 

…自らの地区や住宅敷地付近の村道、並びに公道

犯灯を設置しようとする個人及び団体

設置費用の半額（最大４万円） ※維持管理経費は設置者が負担

 

いいたてスポーツ公園 
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

 

時～正午 ○参加費…

※運動時はマスクの着用をお願いします。 

0244-42-

 

 最大値

22B

18

19

11

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。

ℓ」 

検出

最大値

- 

Bq/kg」「乳児用食品

） 

残りわずか！いいたてプレミアム付商品券
現在販売中の『いいたてプレミアム付商品券』は、好評につき残りわず

かとなっています。１冊１万円で、１万５千円分のお買い物をすることが

できるお得な商品券です。発行数に限りがあります。

終了となりますのでお早めにお買い求めください。なお、

午前９時～午後４時 

1620） 

放射性物質検査所冬期閉鎖のお知らせ
村で行っている野菜等の放射性物質検査について、冬期間閉鎖する検査

所がありますのでお知らせします。下記以外の検査所は通常通り実施して

○冬期閉鎖する検査所…大倉体育館、比曽集会所 

月～令和４年２月末

や天候の状況により変更の場合あり）

） 

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が以下の日程により特設の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。

時～午後３時 

○場所…飯舘村交流センター「ふれ愛館」視聴覚室

農機具などの盗難に注意！
農機具や金属部品などの盗難被害が全国的に増加しており、

盗難被害を防ぐために、以下のことについて心がける

○エンジンキーは車体に置いたままにせず、必ず持ち帰る。

○警報器やタイヤロックなどの盗難防止用品を装置する。

○田畑や農道に放置せず、施錠可能な倉庫などに保管する。

○倉庫などに、防犯灯や防犯カメラなどを設置する。

令和３年度外灯・防犯灯設置補助制度のお知ら
村では、生活環境の整備及び犯罪の防止を図るため、外灯・防犯灯を設

置しようとする場合に、利用できる補助制度があります。希望される方は

村道、並びに公道

犯灯を設置しようとする個人及び団体 

※維持管理経費は設置者が負担

 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

○参加費…

-0152）

検出 

最大値 

22Bq/㎏ 

18Bq/㎏ 

19Bq/㎏ 

- 

11Bq/㎏ 

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。

検出 

最大値 

 

」「乳児用食品

残りわずか！いいたてプレミアム付商品券
現在販売中の『いいたてプレミアム付商品券』は、好評につき残りわず

かとなっています。１冊１万円で、１万５千円分のお買い物をすることが

できるお得な商品券です。発行数に限りがあります。売り切れ次第、販売

なお、商品券は来年１月３１

放射性物質検査所冬期閉鎖のお知らせ
村で行っている野菜等の放射性物質検査について、冬期間閉鎖する検査

所がありますのでお知らせします。下記以外の検査所は通常通り実施して

月～令和４年２月末（再開時期は積雪

や天候の状況により変更の場合あり）

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が以下の日程により特設の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。 

○場所…飯舘村交流センター「ふれ愛館」視聴覚室 

農機具などの盗難に注意！ 
農機具や金属部品などの盗難被害が全国的に増加しており、

盗難被害を防ぐために、以下のことについて心がける

○エンジンキーは車体に置いたままにせず、必ず持ち帰る。

○警報器やタイヤロックなどの盗難防止用品を装置する。 

○田畑や農道に放置せず、施錠可能な倉庫などに保管する。

○倉庫などに、防犯灯や防犯カメラなどを設置する。 

令和３年度外灯・防犯灯設置補助制度のお知ら
村では、生活環境の整備及び犯罪の防止を図るため、外灯・防犯灯を設

置しようとする場合に、利用できる補助制度があります。希望される方は

村道、並びに公道

 

※維持管理経費は設置者が負担

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

○参加費…200

） 

 

 前田・八和木

 飯樋町

          

 

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。

採取地

小宮

」「乳児用食品 50Bq/kg

残りわずか！いいたてプレミアム付商品券
現在販売中の『いいたてプレミアム付商品券』は、好評につき残りわず

かとなっています。１冊１万円で、１万５千円分のお買い物をすることが

売り切れ次第、販売

商品券は来年１月３１

放射性物質検査所冬期閉鎖のお知らせ
村で行っている野菜等の放射性物質検査について、冬期間閉鎖する検査

所がありますのでお知らせします。下記以外の検査所は通常通り実施して

（再開時期は積雪

や天候の状況により変更の場合あり） 

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が以下の日程により特設の人権相談を行います。相談は無

 
農機具や金属部品などの盗難被害が全国的に増加しており、村内でも発

盗難被害を防ぐために、以下のことについて心がける

○エンジンキーは車体に置いたままにせず、必ず持ち帰る。 

 

○田畑や農道に放置せず、施錠可能な倉庫などに保管する。 

令和３年度外灯・防犯灯設置補助制度のお知ら
村では、生活環境の整備及び犯罪の防止を図るため、外灯・防犯灯を設

置しようとする場合に、利用できる補助制度があります。希望される方は

村道、並びに公道に外灯・防

※維持管理経費は設置者が負担

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

200 円 

採取地

前田・八和木

飯樋町 

        前田  

関沢 

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。 

採取地 

小宮 

Bq/kg」 

残りわずか！いいたてプレミアム付商品券  

現在販売中の『いいたてプレミアム付商品券』は、好評につき残りわず

かとなっています。１冊１万円で、１万５千円分のお買い物をすることが

売り切れ次第、販売

商品券は来年１月３１

放射性物質検査所冬期閉鎖のお知らせ 
村で行っている野菜等の放射性物質検査について、冬期間閉鎖する検査

所がありますのでお知らせします。下記以外の検査所は通常通り実施して

（再開時期は積雪

人権擁護委員による特設人権相談について 
人権擁護委員が以下の日程により特設の人権相談を行います。相談は無

村内でも発

盗難被害を防ぐために、以下のことについて心がける

令和３年度外灯・防犯灯設置補助制度のお知らせ
村では、生活環境の整備及び犯罪の防止を図るため、外灯・防犯灯を設

置しようとする場合に、利用できる補助制度があります。希望される方は

に外灯・防

※維持管理経費は設置者が負担 

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

採取地 

前田・八和木 他 

 他 

  他 

 他 

 他 

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

 

現在販売中の『いいたてプレミアム付商品券』は、好評につき残りわず

かとなっています。１冊１万円で、１万５千円分のお買い物をすることが

売り切れ次第、販売

商品券は来年１月３１

村で行っている野菜等の放射性物質検査について、冬期間閉鎖する検査

所がありますのでお知らせします。下記以外の検査所は通常通り実施して

（再開時期は積雪

人権擁護委員が以下の日程により特設の人権相談を行います。相談は無

村内でも発

盗難被害を防ぐために、以下のことについて心がける

せ
村では、生活環境の整備及び犯罪の防止を図るため、外灯・防犯灯を設

置しようとする場合に、利用できる補助制度があります。希望される方は

に外灯・防     

 

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

※以下の事業は県・村の要請に応じ、中止または延期となる場合があります。

 

きつつきの会（会長

村民の方、どなたでも参加できます。皆さんのご参加お待ちしています。

内 

健康体操

ヨガ教室
 

○時 

○持ち物…飲み物、ヨガマット（貸し出しも行っています）

○講 

※講師の都合により日程変更がありますのでご了承ください。

問きつつきの会（齋藤☎

福島市飯坂町の旧堀切邸で、和菓子（ねりきり）づくりをご一緒に楽し

みませんか。小学生以上のお子さんも参加できます。

〇日

〇開催場所

○講

〇定

〇参 加

※ねりきり２種類を作ります

※交流会では、一味庵さんのねりきりを試食します。

〇準 備

〇お申込み

詳細は、

申込・問

 

ゆかいなしあわせカフェ永井川では、クリスマス前の『ビンゴ大会』を

開催します。美味しいお弁当を食べながら、楽しい時間を過ごしましょう。

参加希望の方は

○日

○場  

○申込締切
 

申込・問

 

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、日頃の疲れを癒し、介護者同士の交流

を深め、リフレッシュする場を提供します。気軽にご参加ください。

○日 

○場 

○内 

〇参加費…無料

○申込み…

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』を以下

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…

○会場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家）

○予約…

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

福島農林合同会社
以下の内容で、

話ください。

○勤 務

○仕事内容

○勤務時間

福島農林合同会社

問担当

     

※以下の事業は県・村の要請に応じ、中止または延期となる場合があります。

きつつきの会（会長

村民の方、どなたでも参加できます。皆さんのご参加お待ちしています。

 容 

健康体操 

ヨガ教室 

 間…午後１時

○持ち物…飲み物、ヨガマット（貸し出しも行っています）

 師…健康体操：吉井雅彦（快フィットネス研究所）

ヨガ教室：千葉留美子先生（ヨガ講師）

※講師の都合により日程変更がありますのでご了承ください。

きつつきの会（齋藤☎

福島市飯坂町の旧堀切邸で、和菓子（ねりきり）づくりをご一緒に楽し

みませんか。小学生以上のお子さんも参加できます。

日  時…

〇開催場所…

講  師…

定  員…

参 加 費…

ねりきり２種類を作ります

交流会では、一味庵さんのねりきりを試食します。

準 備 物…

お申込み…12

詳細は、https://iitate

・問いいたてネットワーク

ゆかいなしあわせカフェ永井川では、クリスマス前の『ビンゴ大会』を

開催します。美味しいお弁当を食べながら、楽しい時間を過ごしましょう。

参加希望の方は

日 時…

  所…永井川集会所（福島市）

○申込締切…

申込・問代表世話人

『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、日頃の疲れを癒し、介護者同士の交流

を深め、リフレッシュする場を提供します。気軽にご参加ください。

 時…12

 所…いちばん館（多目的ホール）

 容…『フラワーアレンジメント教室』

〇参加費…無料

○申込み…12

お申込みください。

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』を以下

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…12 月

○会場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家）

○予約…12

お申込みください。

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

福島農林合同会社
以下の内容で、

話ください。

勤 務 地…

仕事内容…

勤務時間…午前

福島農林合同会社

担当 青野

※以下の事業は県・村の要請に応じ、中止または延期となる場合があります。

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。皆さんのご参加お待ちしています。

12 月７日（火）、

12 月９日（木）、

間…午後１時

○持ち物…飲み物、ヨガマット（貸し出しも行っています）

師…健康体操：吉井雅彦（快フィットネス研究所）

ヨガ教室：千葉留美子先生（ヨガ講師）

※講師の都合により日程変更がありますのでご了承ください。

きつつきの会（齋藤☎

 
福島市飯坂町の旧堀切邸で、和菓子（ねりきり）づくりをご一緒に楽し

みませんか。小学生以上のお子さんも参加できます。

…12 月５日

…旧堀切邸

…一味庵

…15 名（先着順）

…1,000

ねりきり２種類を作ります

交流会では、一味庵さんのねりきりを試食します。

…マスク、エプロン、ふきん（手拭き用）

…12 月１

https://iitate

いいたてネットワーク

永井川カフェからのお知らせ

ゆかいなしあわせカフェ永井川では、クリスマス前の『ビンゴ大会』を

開催します。美味しいお弁当を食べながら、楽しい時間を過ごしましょう。

参加希望の方は必ず事前にお申込みください。

…12 月

…永井川集会所（福島市）

…12 月５日（日）

代表世話人

『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、日頃の疲れを癒し、介護者同士の交流

を深め、リフレッシュする場を提供します。気軽にご参加ください。

12 月 13

所…いちばん館（多目的ホール）

容…『フラワーアレンジメント教室』

〇参加費…無料 

12 月６日（月）まで

お申込みください。

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』を以下

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。

月 20 日（月）午後１時

○会場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家）

12 月 15 日（水）まで

お申込みください。

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

福島農林合同会社
以下の内容で、令和

話ください。詳細は面接にてお伝えします。

…飯舘村小宮地内

…受付、来客対応、簡単なパソコン入力

…午前８

福島農林合同会社（

青野（☎070

※以下の事業は県・村の要請に応じ、中止または延期となる場合があります。

・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。皆さんのご参加お待ちしています。

月７日（火）、

月９日（木）、

間…午後１時 30 分～午後３時

○持ち物…飲み物、ヨガマット（貸し出しも行っています）

師…健康体操：吉井雅彦（快フィットネス研究所）

ヨガ教室：千葉留美子先生（ヨガ講師）

※講師の都合により日程変更がありますのでご了承ください。

きつつきの会（齋藤☎090

 『和菓子づくり交流会
福島市飯坂町の旧堀切邸で、和菓子（ねりきり）づくりをご一緒に楽し

みませんか。小学生以上のお子さんも参加できます。

月５日（日）

旧堀切邸 調理実習室

一味庵 氏家一浩さん

名（先着順）

1,000 円（交流会費含む）

ねりきり２種類を作ります

交流会では、一味庵さんのねりきりを試食します。

マスク、エプロン、ふきん（手拭き用）

１日（水）まで電話にてお申込みください。

https://iitate-network.org/

いいたてネットワーク

永井川カフェからのお知らせ

ゆかいなしあわせカフェ永井川では、クリスマス前の『ビンゴ大会』を

開催します。美味しいお弁当を食べながら、楽しい時間を過ごしましょう。

必ず事前にお申込みください。

月 14 日（火）

…永井川集会所（福島市）

月５日（日）

代表世話人 佐藤俊雄（☎

『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、日頃の疲れを癒し、介護者同士の交流

を深め、リフレッシュする場を提供します。気軽にご参加ください。

13 日（月）午前

所…いちばん館（多目的ホール）

容…『フラワーアレンジメント教室』

月６日（月）まで

お申込みください。

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』を以下

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（月）午後１時

○会場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家）

日（水）まで

お申込みください。

飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎

福島農林合同会社
令和４年

詳細は面接にてお伝えします。

飯舘村小宮地内

受付、来客対応、簡単なパソコン入力

８時 30 分

（本社：福島県郡山市島一丁目

070-1009-

※以下の事業は県・村の要請に応じ、中止または延期となる場合があります。

・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。皆さんのご参加お待ちしています。

日

月７日（火）、14   日（火）、

月９日（木）、23 日（木）

分～午後３時

○持ち物…飲み物、ヨガマット（貸し出しも行っています）

師…健康体操：吉井雅彦（快フィットネス研究所）

ヨガ教室：千葉留美子先生（ヨガ講師）

※講師の都合により日程変更がありますのでご了承ください。

090-5183

和菓子づくり交流会
福島市飯坂町の旧堀切邸で、和菓子（ねりきり）づくりをご一緒に楽し

みませんか。小学生以上のお子さんも参加できます。

） 午前

調理実習室

氏家一浩さん

名（先着順） 

（交流会費含む）

ねりきり２種類を作ります。（お持ち帰り）

交流会では、一味庵さんのねりきりを試食します。

マスク、エプロン、ふきん（手拭き用）

日（水）まで電話にてお申込みください。

network.org/

いいたてネットワーク（

永井川カフェからのお知らせ

ゆかいなしあわせカフェ永井川では、クリスマス前の『ビンゴ大会』を

開催します。美味しいお弁当を食べながら、楽しい時間を過ごしましょう。

必ず事前にお申込みください。

日（火） 午前

…永井川集会所（福島市）

月５日（日）  ○参加費…

佐藤俊雄（☎

『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、日頃の疲れを癒し、介護者同士の交流

を深め、リフレッシュする場を提供します。気軽にご参加ください。

日（月）午前

所…いちばん館（多目的ホール）

容…『フラワーアレンジメント教室』

月６日（月）まで、飯舘村サポートセンター「つながっぺ」へ

お申込みください。 

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』を以下

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（月）午後１時

○会場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家）

日（水）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☎

福島農林合同会社
年１月入社

詳細は面接にてお伝えします。

飯舘村小宮地内 ○資格

受付、来客対応、簡単なパソコン入力

分～午後４時（日曜・祝日を除く）

本社：福島県郡山市島一丁目

-5084）

※以下の事業は県・村の要請に応じ、中止または延期となる場合があります。
 

 

・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。皆さんのご参加お待ちしています。

日 時 

日（火）、

日（木）

分～午後３時 30 分

○持ち物…飲み物、ヨガマット（貸し出しも行っています）

師…健康体操：吉井雅彦（快フィットネス研究所）

ヨガ教室：千葉留美子先生（ヨガ講師）

※講師の都合により日程変更がありますのでご了承ください。

5183-9247）

和菓子づくり交流会
福島市飯坂町の旧堀切邸で、和菓子（ねりきり）づくりをご一緒に楽し

みませんか。小学生以上のお子さんも参加できます。

午前 10 時～

調理実習室ほか（福島市飯坂町字東滝ノ町

氏家一浩さん 

（交流会費含む） 

（お持ち帰り）

交流会では、一味庵さんのねりきりを試食します。

マスク、エプロン、ふきん（手拭き用）

日（水）まで電話にてお申込みください。

network.org/ をご覧ください

（佐藤☎070

永井川カフェからのお知らせ

ゆかいなしあわせカフェ永井川では、クリスマス前の『ビンゴ大会』を

開催します。美味しいお弁当を食べながら、楽しい時間を過ごしましょう。

必ず事前にお申込みください。

午前 10 時～

…永井川集会所（福島市） 

○参加費…

佐藤俊雄（☎090-4885

『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、日頃の疲れを癒し、介護者同士の交流

を深め、リフレッシュする場を提供します。気軽にご参加ください。

日（月）午前 10 時 30

所…いちばん館（多目的ホール） 

容…『フラワーアレンジメント教室』

、飯舘村サポートセンター「つながっぺ」へ

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』を以下

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（月）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）

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☎

 

福島農林合同会社事務員募集（正社員）
月入社の職員を募集しています。まずはお電

詳細は面接にてお伝えします。

資格…不問

受付、来客対応、簡単なパソコン入力

午後４時（日曜・祝日を除く）

本社：福島県郡山市島一丁目

） 

※以下の事業は県・村の要請に応じ、中止または延期となる場合があります。

・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。皆さんのご参加お待ちしています。

日（火）、21 日（火）

日（木） 

分 

○持ち物…飲み物、ヨガマット（貸し出しも行っています）

師…健康体操：吉井雅彦（快フィットネス研究所）

ヨガ教室：千葉留美子先生（ヨガ講師）

※講師の都合により日程変更がありますのでご了承ください。

） 

和菓子づくり交流会
福島市飯坂町の旧堀切邸で、和菓子（ねりきり）づくりをご一緒に楽し

みませんか。小学生以上のお子さんも参加できます。

時～正午 

（福島市飯坂町字東滝ノ町

 

（お持ち帰り） 

交流会では、一味庵さんのねりきりを試食します。

マスク、エプロン、ふきん（手拭き用）

日（水）まで電話にてお申込みください。

をご覧ください

070-2261

永井川カフェからのお知らせ

ゆかいなしあわせカフェ永井川では、クリスマス前の『ビンゴ大会』を

開催します。美味しいお弁当を食べながら、楽しい時間を過ごしましょう。

必ず事前にお申込みください。 

時～ 

○参加費…500 円

4885-9266

『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、日頃の疲れを癒し、介護者同士の交流

を深め、リフレッシュする場を提供します。気軽にご参加ください。

30 分～午後１時

 

容…『フラワーアレンジメント教室』 

、飯舘村サポートセンター「つながっぺ」へ

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』を以下

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～午後３時

○会場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家）

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-

事務員募集（正社員）
の職員を募集しています。まずはお電

詳細は面接にてお伝えします。 

不問 

受付、来客対応、簡単なパソコン入力

午後４時（日曜・祝日を除く）

本社：福島県郡山市島一丁目

※以下の事業は県・村の要請に応じ、中止または延期となる場合があります。

・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。皆さんのご参加お待ちしています。

日（火）

○持ち物…飲み物、ヨガマット（貸し出しも行っています）

師…健康体操：吉井雅彦（快フィットネス研究所）

ヨガ教室：千葉留美子先生（ヨガ講師） 

※講師の都合により日程変更がありますのでご了承ください。

和菓子づくり交流会』
福島市飯坂町の旧堀切邸で、和菓子（ねりきり）づくりをご一緒に楽し

みませんか。小学生以上のお子さんも参加できます。 

（福島市飯坂町字東滝ノ町

交流会では、一味庵さんのねりきりを試食します。 

マスク、エプロン、ふきん（手拭き用） 

日（水）まで電話にてお申込みください。

をご覧ください

2261-1561

永井川カフェからのお知らせ

ゆかいなしあわせカフェ永井川では、クリスマス前の『ビンゴ大会』を

開催します。美味しいお弁当を食べながら、楽しい時間を過ごしましょう。

円 

9266） 

『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、日頃の疲れを癒し、介護者同士の交流

を深め、リフレッシュする場を提供します。気軽にご参加ください。

分～午後１時

、飯舘村サポートセンター「つながっぺ」へ

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』を以下

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～午後３時 

○会場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家） 

村社会福祉協議会に 

-42-1021

事務員募集（正社員）
の職員を募集しています。まずはお電

受付、来客対応、簡単なパソコン入力 

午後４時（日曜・祝日を除く）

本社：福島県郡山市島一丁目１番 13

※以下の事業は県・村の要請に応じ、中止または延期となる場合があります。

・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。皆さんのご参加お待ちしています。

場

日（火） 交流センター

「ふれ愛館」

○持ち物…飲み物、ヨガマット（貸し出しも行っています） 

師…健康体操：吉井雅彦（快フィットネス研究所） 

※講師の都合により日程変更がありますのでご了承ください。

』  
福島市飯坂町の旧堀切邸で、和菓子（ねりきり）づくりをご一緒に楽し

 

（福島市飯坂町字東滝ノ町

 

 

日（水）まで電話にてお申込みください。

をご覧ください。 

1561） 

永井川カフェからのお知らせ 

ゆかいなしあわせカフェ永井川では、クリスマス前の『ビンゴ大会』を

開催します。美味しいお弁当を食べながら、楽しい時間を過ごしましょう。

『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、日頃の疲れを癒し、介護者同士の交流

を深め、リフレッシュする場を提供します。気軽にご参加ください。

分～午後１時 30 分 

、飯舘村サポートセンター「つながっぺ」へ

-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』を以下

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。 

1021） 

事務員募集（正社員）
の職員を募集しています。まずはお電

午後４時（日曜・祝日を除く） 

13 号） 

※以下の事業は県・村の要請に応じ、中止または延期となる場合があります。

 

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。皆さんのご参加お待ちしています。

場 所 

交流センター

「ふれ愛館」

 

※講師の都合により日程変更がありますのでご了承ください。 

福島市飯坂町の旧堀切邸で、和菓子（ねりきり）づくりをご一緒に楽し

（福島市飯坂町字東滝ノ町 16）

日（水）まで電話にてお申込みください。 

ゆかいなしあわせカフェ永井川では、クリスマス前の『ビンゴ大会』を

開催します。美味しいお弁当を食べながら、楽しい時間を過ごしましょう。

『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、日頃の疲れを癒し、介護者同士の交流

を深め、リフレッシュする場を提供します。気軽にご参加ください。

 

、飯舘村サポートセンター「つながっぺ」へ

 

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』を以下

 

事務員募集（正社員） 
の職員を募集しています。まずはお電

 

 

※以下の事業は県・村の要請に応じ、中止または延期となる場合があります。 

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。皆さんのご参加お待ちしています。 
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福島市飯坂町の旧堀切邸で、和菓子（ねりきり）づくりをご一緒に楽し
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ゆかいなしあわせカフェ永井川では、クリスマス前の『ビンゴ大会』を

開催します。美味しいお弁当を食べながら、楽しい時間を過ごしましょう。

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、日頃の疲れを癒し、介護者同士の交流

を深め、リフレッシュする場を提供します。気軽にご参加ください。 
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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』を以下
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