
 

 

 

 
 

 

 

 

 

○退去予定日の１か月前までに

絡ください。

○上記の連絡後に｢借上住宅使用終了届

あるもの

○退去時期が決まりましたら｢仮設退去届｣と｢避難場所変更届｣の提出が

必要になりますので、飯野支所にて手続きをお願いします。その際、退

去検査の日時についてご相談します。

○飯野支所に来ることができない場合は、電話でご相談ください。

問

○

○

      

○

    

○

○

○

問

めの短期集中の運動教室です。ぜひお申し込みください。

★対象：

９月

11

毎週水曜日。

午後

★申し込み者に、村保健師から直接教室の案内のご連絡をします。

申込み先

を抱える方のために、村から放射線測定機を購入する方に購入費用の助

成をします。助成を希望する場合は除染対策係にご相談ください。

○対象者…飯舘村に住所を有し、室内型放射線測定機を購入設置

○対象経費…室内型放射線測定機器購入のための経費

○助成額…購入代金の

○申請方法…申請書を除染対策係まで提出願います。（申請書は除染対策

問

 

が開かれます

披露します。ぜひお越しください。

○日

○場

○

問

                          

借上げ住宅を退去する方にお願いします
○退去予定日の１か月前までに

絡ください。

○上記の連絡後に｢借上住宅使用終了届

あるもの

○退去時期が決まりましたら｢仮設退去届｣と｢避難場所変更届｣の提出が

必要になりますので、飯野支所にて手続きをお願いします。その際、退

去検査の日時についてご相談します。

○飯野支所に来ることができない場合は、電話でご相談ください。

問飯野支所生活支援係（飯野支所☎

村では、

○対 象

○募 集 期

      

○募 集 住

    

○家   

○敷   

○提 出 書

問建設課建設管理係（本庁☎

ポッコリお腹・内臓脂肪型肥満を改善して、生活習慣病を予防するた

めの短期集中の運動教室です。ぜひお申し込みください。

★対象：

申込み締切：

９月 13 日（水）

11 月末までの

毎週水曜日。

午後２時

★申し込み者に、村保健師から直接教室の案内のご連絡をします。

申込み先

室内放射線測定機設置事業について
帰村して自宅内での線量管理をされる方や帰村に際して放射線に不安

を抱える方のために、村から放射線測定機を購入する方に購入費用の助

成をします。助成を希望する場合は除染対策係にご相談ください。

○対象者…飯舘村に住所を有し、室内型放射線測定機を購入設置

○対象経費…室内型放射線測定機器購入のための経費

○助成額…購入代金の

○申請方法…申請書を除染対策係まで提出願います。（申請書は除染対策

係にあります）

問復興対策課除染対策係

 「生きる力

が開かれます

披露します。ぜひお越しください。

○日  

○場  

○入 場 

問生涯学習課

いいたてクリニックの診療日時

                          

借上げ住宅を退去する方にお願いします
○退去予定日の１か月前までに

絡ください。 

○上記の連絡後に｢借上住宅使用終了届

あるもの)｣と｢避難場所変更届｣を飯野支所までご提出ください。

仮設住宅を退去する方にお願いします
○退去時期が決まりましたら｢仮設退去届｣と｢避難場所変更届｣の提出が

必要になりますので、飯野支所にて手続きをお願いします。その際、退

去検査の日時についてご相談します。

○飯野支所に来ることができない場合は、電話でご相談ください。

飯野支所生活支援係（飯野支所☎

村では、村営住宅の入居者を

対 象 者：①税等の滞納がない方。

②入居申込者及び同居する者が暴力団員でない方。

③早期に帰村する方。

④住宅に困窮している方。

募 集 期 間：平成

        ※大谷地団地は８月

募 集 住 宅： ①リベルタうすいし（長屋２階建２ＬＤＫ）

        ②ヴィラうすいし

  ③リベルタふかや

④笠石住宅

⑤大谷地団地（長屋２

※⑤は平成

   賃：20,000

   金：家賃の３カ月分を納入していただきます。

提 出 書 類：①申込書②所得のある方全員の

全員の住民票④住民税の完納証明書

建設課建設管理係（本庁☎

お腹すっきり！スマート教室
ポッコリお腹・内臓脂肪型肥満を改善して、生活習慣病を予防するた

めの短期集中の運動教室です。ぜひお申し込みください。

★対象：74 才までの方で肥満を改善したい方

申込み締切：８月

日時 

日（水） 

月末までの３

毎週水曜日。 

時 45 分～

★申し込み者に、村保健師から直接教室の案内のご連絡をします。

申込み先健康福祉課

室内放射線測定機設置事業について
帰村して自宅内での線量管理をされる方や帰村に際して放射線に不安

を抱える方のために、村から放射線測定機を購入する方に購入費用の助

成をします。助成を希望する場合は除染対策係にご相談ください。

○対象者…飯舘村に住所を有し、室内型放射線測定機を購入設置

○対象経費…室内型放射線測定機器購入のための経費

○助成額…購入代金の

○申請方法…申請書を除染対策係まで提出願います。（申請書は除染対策

係にあります）

復興対策課除染対策係

福島県芸術祭が開催されます
「生きる力 文化の力は

が開かれます。開幕行事では、飯舘村の「宮内勇姿の会」が宝財踊りを

披露します。ぜひお越しください。

  時…９月

  所…相馬市民会館

 料…500

生涯学習課（交流センターふれ愛館

いいたてクリニックの診療日時

                          

借上げ住宅を退去する方にお願いします
○退去予定日の１か月前までに

○上記の連絡後に｢借上住宅使用終了届

｣と｢避難場所変更届｣を飯野支所までご提出ください。

仮設住宅を退去する方にお願いします
○退去時期が決まりましたら｢仮設退去届｣と｢避難場所変更届｣の提出が

必要になりますので、飯野支所にて手続きをお願いします。その際、退

去検査の日時についてご相談します。

○飯野支所に来ることができない場合は、電話でご相談ください。

飯野支所生活支援係（飯野支所☎

村営住宅入居者募集
村営住宅の入居者を

①税等の滞納がない方。

②入居申込者及び同居する者が暴力団員でない方。

③早期に帰村する方。

④住宅に困窮している方。

平成 29

※大谷地団地は８月

①リベルタうすいし（長屋２階建２ＬＤＫ）

②ヴィラうすいし

③リベルタふかや

④笠石住宅

⑤大谷地団地（長屋２

※⑤は平成

20,000 円／月額

家賃の３カ月分を納入していただきます。

①申込書②所得のある方全員の

全員の住民票④住民税の完納証明書

建設課建設管理係（本庁☎

お腹すっきり！スマート教室
ポッコリお腹・内臓脂肪型肥満を改善して、生活習慣病を予防するた

めの短期集中の運動教室です。ぜひお申し込みください。

才までの方で肥満を改善したい方

８月 21

 

 スタート！

３か月間。

分～４時 30

★申し込み者に、村保健師から直接教室の案内のご連絡をします。

健康福祉課健康係（

室内放射線測定機設置事業について
帰村して自宅内での線量管理をされる方や帰村に際して放射線に不安

を抱える方のために、村から放射線測定機を購入する方に購入費用の助

成をします。助成を希望する場合は除染対策係にご相談ください。

○対象者…飯舘村に住所を有し、室内型放射線測定機を購入設置

○対象経費…室内型放射線測定機器購入のための経費

○助成額…購入代金の 50

○申請方法…申請書を除染対策係まで提出願います。（申請書は除染対策

係にあります） 

復興対策課除染対策係

福島県芸術祭が開催されます
文化の力は

開幕行事では、飯舘村の「宮内勇姿の会」が宝財踊りを

披露します。ぜひお越しください。

９月３日（日）

相馬市民会館

500 円（全席自由）

交流センターふれ愛館

いいたてクリニックの診療日時

                          

借上げ住宅を退去する方にお願いします
○退去予定日の１か月前までに

○上記の連絡後に｢借上住宅使用終了届

｣と｢避難場所変更届｣を飯野支所までご提出ください。

仮設住宅を退去する方にお願いします
○退去時期が決まりましたら｢仮設退去届｣と｢避難場所変更届｣の提出が

必要になりますので、飯野支所にて手続きをお願いします。その際、退

去検査の日時についてご相談します。

○飯野支所に来ることができない場合は、電話でご相談ください。

飯野支所生活支援係（飯野支所☎

村営住宅入居者募集
村営住宅の入居者を

①税等の滞納がない方。

②入居申込者及び同居する者が暴力団員でない方。

③早期に帰村する方。

④住宅に困窮している方。

29 年８月７日（月）から随時

※大谷地団地は８月

①リベルタうすいし（長屋２階建２ＬＤＫ）

②ヴィラうすいし

③リベルタふかや

④笠石住宅   

⑤大谷地団地（長屋２

※⑤は平成 23

円／月額

家賃の３カ月分を納入していただきます。

①申込書②所得のある方全員の

全員の住民票④住民税の完納証明書

建設課建設管理係（本庁☎0244

お腹すっきり！スマート教室
ポッコリお腹・内臓脂肪型肥満を改善して、生活習慣病を予防するた

めの短期集中の運動教室です。ぜひお申し込みください。

才までの方で肥満を改善したい方

21 日（月）

スタート！ 

か月間。 

30 分 

疾病予防施設

（ヤゴ）メディカルフ

ィットネスクラブ

島市桜木町

★申し込み者に、村保健師から直接教室の案内のご連絡をします。

健康係（いちばん館内

室内放射線測定機設置事業について
帰村して自宅内での線量管理をされる方や帰村に際して放射線に不安

を抱える方のために、村から放射線測定機を購入する方に購入費用の助

成をします。助成を希望する場合は除染対策係にご相談ください。

○対象者…飯舘村に住所を有し、室内型放射線測定機を購入設置

○対象経費…室内型放射線測定機器購入のための経費

50％【補助金上限：３万円】

○申請方法…申請書を除染対策係まで提出願います。（申請書は除染対策

復興対策課除染対策係（本庁

福島県芸術祭が開催されます
文化の力は 相双から」をテーマに、第

開幕行事では、飯舘村の「宮内勇姿の会」が宝財踊りを

披露します。ぜひお越しください。

日（日） 正午

相馬市民会館 大ホール

円（全席自由）

交流センターふれ愛館

いいたてクリニックの診療日時

                          

借上げ住宅を退去する方にお願いします
○退去予定日の１か月前までに飯野支所

○上記の連絡後に｢借上住宅使用終了届

｣と｢避難場所変更届｣を飯野支所までご提出ください。

仮設住宅を退去する方にお願いします
○退去時期が決まりましたら｢仮設退去届｣と｢避難場所変更届｣の提出が

必要になりますので、飯野支所にて手続きをお願いします。その際、退

去検査の日時についてご相談します。

○飯野支所に来ることができない場合は、電話でご相談ください。

飯野支所生活支援係（飯野支所☎024

村営住宅入居者募集
村営住宅の入居者を下記により募集します。

①税等の滞納がない方。

②入居申込者及び同居する者が暴力団員でない方。

③早期に帰村する方。

④住宅に困窮している方。

年８月７日（月）から随時

※大谷地団地は８月 31

①リベルタうすいし（長屋２階建２ＬＤＫ）

②ヴィラうすいし （長屋２階建２

③リベルタふかや （長屋２階建

    （長屋２階建３

⑤大谷地団地（長屋２

23 年 3 月

円／月額 ※④⑤は収入によって異なります。

家賃の３カ月分を納入していただきます。

①申込書②所得のある方全員の

全員の住民票④住民税の完納証明書

0244-42-

お腹すっきり！スマート教室
ポッコリお腹・内臓脂肪型肥満を改善して、生活習慣病を予防するた

めの短期集中の運動教室です。ぜひお申し込みください。

才までの方で肥満を改善したい方

日（月） 

疾病予防施設

（ヤゴ）メディカルフ

ィットネスクラブ

島市桜木町

★申し込み者に、村保健師から直接教室の案内のご連絡をします。

いちばん館内

室内放射線測定機設置事業について
帰村して自宅内での線量管理をされる方や帰村に際して放射線に不安

を抱える方のために、村から放射線測定機を購入する方に購入費用の助

成をします。助成を希望する場合は除染対策係にご相談ください。

○対象者…飯舘村に住所を有し、室内型放射線測定機を購入設置

○対象経費…室内型放射線測定機器購入のための経費

％【補助金上限：３万円】

○申請方法…申請書を除染対策係まで提出願います。（申請書は除染対策

本庁☎0244

福島県芸術祭が開催されます
相双から」をテーマに、第

開幕行事では、飯舘村の「宮内勇姿の会」が宝財踊りを

披露します。ぜひお越しください。 

正午 開場・午後１時

大ホール 

円（全席自由） 

交流センターふれ愛館

いいたてクリニックの診療日時 毎週火・木曜日

                          第 8

借上げ住宅を退去する方にお願いします
飯野支所と貸主または不動産会社

○上記の連絡後に｢借上住宅使用終了届(貸主または不動産会社の押印が

｣と｢避難場所変更届｣を飯野支所までご提出ください。

仮設住宅を退去する方にお願いします
○退去時期が決まりましたら｢仮設退去届｣と｢避難場所変更届｣の提出が

必要になりますので、飯野支所にて手続きをお願いします。その際、退

去検査の日時についてご相談します。 

○飯野支所に来ることができない場合は、電話でご相談ください。

024-562-

村営住宅入居者募集
下記により募集します。

①税等の滞納がない方。 

②入居申込者及び同居する者が暴力団員でない方。

③早期に帰村する方。 

④住宅に困窮している方。 

年８月７日（月）から随時

31 日（木）まで

①リベルタうすいし（長屋２階建２ＬＤＫ）

（長屋２階建２

（長屋２階建

（長屋２階建３

⑤大谷地団地（長屋２ＬＤＫ

月 11 日時点、村に住民票のあった方

※④⑤は収入によって異なります。

家賃の３カ月分を納入していただきます。

①申込書②所得のある方全員の

全員の住民票④住民税の完納証明書

-1624）

お腹すっきり！スマート教室
ポッコリお腹・内臓脂肪型肥満を改善して、生活習慣病を予防するた

めの短期集中の運動教室です。ぜひお申し込みください。

才までの方で肥満を改善したい方

会場 

疾病予防施設 

（ヤゴ）メディカルフ

ィットネスクラブ

島市桜木町 1-27

★申し込み者に、村保健師から直接教室の案内のご連絡をします。

いちばん館内☎

室内放射線測定機設置事業について
帰村して自宅内での線量管理をされる方や帰村に際して放射線に不安

を抱える方のために、村から放射線測定機を購入する方に購入費用の助

成をします。助成を希望する場合は除染対策係にご相談ください。

○対象者…飯舘村に住所を有し、室内型放射線測定機を購入設置

○対象経費…室内型放射線測定機器購入のための経費

％【補助金上限：３万円】

○申請方法…申請書を除染対策係まで提出願います。（申請書は除染対策

4-42-1625

福島県芸術祭が開催されます
相双から」をテーマに、第

開幕行事では、飯舘村の「宮内勇姿の会」が宝財踊りを

 

開場・午後１時

 

交流センターふれ愛館☎0244

毎週火・木曜日

873 号 

借上げ住宅を退去する方にお願いします
貸主または不動産会社

貸主または不動産会社の押印が

｣と｢避難場所変更届｣を飯野支所までご提出ください。

仮設住宅を退去する方にお願いします
○退去時期が決まりましたら｢仮設退去届｣と｢避難場所変更届｣の提出が

必要になりますので、飯野支所にて手続きをお願いします。その際、退

○飯野支所に来ることができない場合は、電話でご相談ください。

-4249）

村営住宅入居者募集
下記により募集します。

②入居申込者及び同居する者が暴力団員でない方。

年８月７日（月）から随時 

日（木）まで 

①リベルタうすいし（長屋２階建２ＬＤＫ）

（長屋２階建２ＬＤＫ

（長屋２階建１Ｌ

（長屋２階建３ＬＤＫ

ＬＤＫ）   

日時点、村に住民票のあった方

※④⑤は収入によって異なります。

家賃の３カ月分を納入していただきます。

①申込書②所得のある方全員の 28 年度所得証明書③家族

全員の住民票④住民税の完納証明書

） 

お腹すっきり！スマート教室
ポッコリお腹・内臓脂肪型肥満を改善して、生活習慣病を予防するた

めの短期集中の運動教室です。ぜひお申し込みください。

才までの方で肥満を改善したい方 ★定員

 YAGO

（ヤゴ）メディカルフ

ィットネスクラブ（福

27） 

★申し込み者に、村保健師から直接教室の案内のご連絡をします。

☎0244-42

室内放射線測定機設置事業について
帰村して自宅内での線量管理をされる方や帰村に際して放射線に不安

を抱える方のために、村から放射線測定機を購入する方に購入費用の助

成をします。助成を希望する場合は除染対策係にご相談ください。

○対象者…飯舘村に住所を有し、室内型放射線測定機を購入設置

○対象経費…室内型放射線測定機器購入のための経費

％【補助金上限：３万円】

○申請方法…申請書を除染対策係まで提出願います。（申請書は除染対策

1625） 

福島県芸術祭が開催されます
相双から」をテーマに、第

開幕行事では、飯舘村の「宮内勇姿の会」が宝財踊りを

開場・午後１時 開会

0244-42-0072

毎週火・木曜日

 平成 29

借上げ住宅を退去する方にお願いします
貸主または不動産会社

貸主または不動産会社の押印が

｣と｢避難場所変更届｣を飯野支所までご提出ください。

仮設住宅を退去する方にお願いします
○退去時期が決まりましたら｢仮設退去届｣と｢避難場所変更届｣の提出が

必要になりますので、飯野支所にて手続きをお願いします。その際、退

○飯野支所に来ることができない場合は、電話でご相談ください。

） 

村営住宅入居者募集 

下記により募集します。 

②入居申込者及び同居する者が暴力団員でない方。

①リベルタうすいし（長屋２階建２ＬＤＫ）

ＬＤＫ）

ＬＫ） 

ＬＤＫ）

      

日時点、村に住民票のあった方

※④⑤は収入によって異なります。

家賃の３カ月分を納入していただきます。 

年度所得証明書③家族

全員の住民票④住民税の完納証明書 

お腹すっきり！スマート教室 
ポッコリお腹・内臓脂肪型肥満を改善して、生活習慣病を予防するた

めの短期集中の運動教室です。ぜひお申し込みください。 

★定員 15 名

個人の

に合った運動

★申し込み者に、村保健師から直接教室の案内のご連絡をします。

42-1637）

室内放射線測定機設置事業について
帰村して自宅内での線量管理をされる方や帰村に際して放射線に不安

を抱える方のために、村から放射線測定機を購入する方に購入費用の助

成をします。助成を希望する場合は除染対策係にご相談ください。

○対象者…飯舘村に住所を有し、室内型放射線測定機を購入設置

○対象経費…室内型放射線測定機器購入のための経費 

％【補助金上限：３万円】 

○申請方法…申請書を除染対策係まで提出願います。（申請書は除染対策

福島県芸術祭が開催されます
相双から」をテーマに、第 56 回福島県芸術祭

開幕行事では、飯舘村の「宮内勇姿の会」が宝財踊りを

開会 

0072） 

毎週火・木曜日 午前９時～正午（受付は午前８時

29 年８月

借上げ住宅を退去する方にお願いします 
貸主または不動産会社にご連

貸主または不動産会社の押印が

｣と｢避難場所変更届｣を飯野支所までご提出ください。 

仮設住宅を退去する方にお願いします 
○退去時期が決まりましたら｢仮設退去届｣と｢避難場所変更届｣の提出が

必要になりますので、飯野支所にて手続きをお願いします。その際、退

○飯野支所に来ることができない場合は、電話でご相談ください。

②入居申込者及び同居する者が暴力団員でない方。

①リベルタうすいし（長屋２階建２ＬＤＫ） ３戸

）  ６戸

   ５戸

） 15 戸

    1 戸

日時点、村に住民票のあった方

※④⑤は収入によって異なります。

 

年度所得証明書③家族

 
ポッコリお腹・内臓脂肪型肥満を改善して、生活習慣病を予防するた

 

名 

内容 

個人の健康状態

に合った運動

★申し込み者に、村保健師から直接教室の案内のご連絡をします。

） 

室内放射線測定機設置事業について
帰村して自宅内での線量管理をされる方や帰村に際して放射線に不安

を抱える方のために、村から放射線測定機を購入する方に購入費用の助

成をします。助成を希望する場合は除染対策係にご相談ください。

○対象者…飯舘村に住所を有し、室内型放射線測定機を購入設置希望

○申請方法…申請書を除染対策係まで提出願います。（申請書は除染対策

福島県芸術祭が開催されます 
回福島県芸術祭

開幕行事では、飯舘村の「宮内勇姿の会」が宝財踊りを

午前９時～正午（受付は午前８時

月５日 

 
にご連

貸主または不動産会社の押印が

 

○退去時期が決まりましたら｢仮設退去届｣と｢避難場所変更届｣の提出が

必要になりますので、飯野支所にて手続きをお願いします。その際、退

○飯野支所に来ることができない場合は、電話でご相談ください。 

②入居申込者及び同居する者が暴力団員でない方。 

戸 

戸 

戸 

戸 

戸 

日時点、村に住民票のあった方     

※④⑤は収入によって異なります。 

年度所得証明書③家族

ポッコリお腹・内臓脂肪型肥満を改善して、生活習慣病を予防するた

健康状態

に合った運動  

★申し込み者に、村保健師から直接教室の案内のご連絡をします。 

 
帰村して自宅内での線量管理をされる方や帰村に際して放射線に不安

を抱える方のために、村から放射線測定機を購入する方に購入費用の助

成をします。助成を希望する場合は除染対策係にご相談ください。 

希望者 

○申請方法…申請書を除染対策係まで提出願います。（申請書は除染対策

回福島県芸術祭

開幕行事では、飯舘村の「宮内勇姿の会」が宝財踊りを

午前９時～正午（受付は午前８時

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

いいたてほっと安心
セブンイレブン飯舘村仮設店舗脇の「いいたてほっと安心寄っトイレ」

は８月

て村の道の駅までい館」のトイレを利用いただくようお願いします。

問飯野支所生活支援

今年の夏、飯樋盆踊りが開催されます。

景品を贈呈するほか、先着

盆踊りについて

記、実行委員会代表

○日  

      

      

○場  

問実行委員会代表

2017
はやま湖

の花火が夏の夜空を彩ります。夏の思い出に、ぜひお越しください。

詳細は同封のチラシをご覧ください。

○日 

     

○観覧場所…大倉キャンプ場周辺

問総務課企画係（

平成
 敬老者の皆さま

は、村内飯舘中学校の体育館が改修中で使用できないため、

野町にある飯舘中学校仮設体育館

すので、ぜひ

〇日  

〇会  

※敬老会に演芸を発表する

者も出演可能）

問健康福祉課福祉係（

医療機関での健康診査を行っています！
７月から９月末まで、福島市内、伊達方面、相馬方面の村指定医療機

関での健康診査を実施しています。（一部検診項目によって実施期間が異

なります。）対象者には４月末に、集団健診の案内と一緒に医療機関での

健診案内（ピンク色の封筒）を送付しましたので、内容を確認のうえ受

診してください。

を再度受診することはできませんのでご注意ください。

 

 

 

 

※遠方に避難をしている等の理由から村指定の医療機関での健康診査を

受診できない方については、健康係までご相談ください。受診方法をお

伝えいたします。

□問健康福祉課健康係

 いいたて村の道の駅までい館が

す。

くさんの雪が届きます。村民の皆さまのお越しをお待ちしています！

オープン以降も連日たくさんのイベントを開催予定しています。そ

の他

○いいたて村の道の駅までい館

 ８月

※オープン当初は、混雑が予想されます。お越しの際は、交通誘導員

の指示に従ってください。ご協力をよろしくお願いいたします。

○いいたて村の道の駅までい館

 ・までい館

 ・コンビニ

 ・公衆トイレ

問総務課企画係（

≪今年度からの変更点≫

受診の際に、

お持ちでない方は、再発行できますので健康までご連絡ください。

午前９時～正午（受付は午前８時

        

いいたてほっと安心
セブンイレブン飯舘村仮設店舗脇の「いいたてほっと安心寄っトイレ」

８月 11 日（金

て村の道の駅までい館」のトイレを利用いただくようお願いします。

飯野支所生活支援

今年の夏、飯樋盆踊りが開催されます。

景品を贈呈するほか、先着

盆踊りについて

記、実行委員会代表

  時…

      

      

  所…

実行委員会代表

2017
はやま湖花火大会が

の花火が夏の夜空を彩ります。夏の思い出に、ぜひお越しください。

詳細は同封のチラシをご覧ください。

  時…

        

○観覧場所…大倉キャンプ場周辺

総務課企画係（

平成 29
老者の皆さま

は、村内飯舘中学校の体育館が改修中で使用できないため、

野町にある飯舘中学校仮設体育館

ので、ぜひ

  時…

  場…

※敬老会に演芸を発表する

者も出演可能）

健康福祉課福祉係（

医療機関での健康診査を行っています！
７月から９月末まで、福島市内、伊達方面、相馬方面の村指定医療機

関での健康診査を実施しています。（一部検診項目によって実施期間が異

なります。）対象者には４月末に、集団健診の案内と一緒に医療機関での

健診案内（ピンク色の封筒）を送付しましたので、内容を確認のうえ受

診してください。

を再度受診することはできませんのでご注意ください。

※遠方に避難をしている等の理由から村指定の医療機関での健康診査を

受診できない方については、健康係までご相談ください。受診方法をお

伝えいたします。

健康福祉課健康係

いいたて村の道の駅までい館開業のお知ら
いいたて村の道の駅までい館が

す。当日は、オープニング

くさんの雪が届きます。村民の皆さまのお越しをお待ちしています！

オープン以降も連日たくさんのイベントを開催予定しています。そ

の他詳細は同封のチラシをご覧ください。

○いいたて村の道の駅までい館

８月 12 日（土）

※オープン当初は、混雑が予想されます。お越しの際は、交通誘導員

の指示に従ってください。ご協力をよろしくお願いいたします。

いいたて村の道の駅までい館

・までい館  

・コンビニ 
・公衆トイレ

総務課企画係（

≪今年度からの変更点≫

受診の際に、

お持ちでない方は、再発行できますので健康までご連絡ください。

午前９時～正午（受付は午前８時

 

いいたてほっと安心
セブンイレブン飯舘村仮設店舗脇の「いいたてほっと安心寄っトイレ」

日（金）で閉鎖

て村の道の駅までい館」のトイレを利用いただくようお願いします。

飯野支所生活支援

飯樋盆踊り開催のお知らせ
今年の夏、飯樋盆踊りが開催されます。

景品を贈呈するほか、先着

盆踊りについてのお問い合わせや飯樋盆踊り実行委員参加希望者は、下

記、実行委員会代表 

時…８月 14

      午後４時～午後５時

      午後６時～午後７時

所…飯樋町集会所前庭

実行委員会代表 

2017 年 
花火大会が

の花火が夏の夜空を彩ります。夏の思い出に、ぜひお越しください。

詳細は同封のチラシをご覧ください。

時…8 月 19

午後６時

 午後８時

○観覧場所…大倉キャンプ場周辺

総務課企画係（本庁

29 年度飯舘村敬老会の開催について
老者の皆さま、お元気ですか。

は、村内飯舘中学校の体育館が改修中で使用できないため、

野町にある飯舘中学校仮設体育館

ので、ぜひご出席ください。

時…９月 10

場…飯舘中学校仮設体育館

※敬老会に演芸を発表する

者も出演可能）詳細につい

健康福祉課福祉係（

医療機関での健康診査を行っています！
７月から９月末まで、福島市内、伊達方面、相馬方面の村指定医療機

関での健康診査を実施しています。（一部検診項目によって実施期間が異

なります。）対象者には４月末に、集団健診の案内と一緒に医療機関での

健診案内（ピンク色の封筒）を送付しましたので、内容を確認のうえ受

診してください。なお、５月に実施した集団健診を受けた方は、同じ健診項目

を再度受診することはできませんのでご注意ください。

※遠方に避難をしている等の理由から村指定の医療機関での健康診査を

受診できない方については、健康係までご相談ください。受診方法をお

伝えいたします。 

健康福祉課健康係

いいたて村の道の駅までい館開業のお知ら
いいたて村の道の駅までい館が

当日は、オープニング

くさんの雪が届きます。村民の皆さまのお越しをお待ちしています！

オープン以降も連日たくさんのイベントを開催予定しています。そ

詳細は同封のチラシをご覧ください。

○いいたて村の道の駅までい館

日（土）  

※オープン当初は、混雑が予想されます。お越しの際は、交通誘導員

の指示に従ってください。ご協力をよろしくお願いいたします。

いいたて村の道の駅までい館

  午前 10

  午前 

・公衆トイレ ２４時間

総務課企画係（本庁

≪今年度からの変更点≫

受診の際に、施設検診受診シール（オレンジ色の用紙）

お持ちでない方は、再発行できますので健康までご連絡ください。

午前９時～正午（受付は午前８時 30 分～午前

いいたてほっと安心
セブンイレブン飯舘村仮設店舗脇の「いいたてほっと安心寄っトイレ」

）で閉鎖いたします。８月

て村の道の駅までい館」のトイレを利用いただくようお願いします。

飯野支所生活支援係（飯野支所

飯樋盆踊り開催のお知らせ
今年の夏、飯樋盆踊りが開催されます。

景品を贈呈するほか、先着 50

のお問い合わせや飯樋盆踊り実行委員参加希望者は、下

 荒利喜までご連絡をお

14 日（月）

午後４時～午後５時

午後６時～午後７時

飯樋町集会所前庭

 荒利喜（☎

 はやま湖花火大会のお知らせ
花火大会が、7 年ぶりに

の花火が夏の夜空を彩ります。夏の思い出に、ぜひお越しください。

詳細は同封のチラシをご覧ください。

19 日（土）

午後６時 30 分

午後８時   

○観覧場所…大倉キャンプ場周辺

本庁☎0244

年度飯舘村敬老会の開催について
、お元気ですか。

は、村内飯舘中学校の体育館が改修中で使用できないため、

野町にある飯舘中学校仮設体育館

ご出席ください。

10 日（日）

飯舘中学校仮設体育館

※敬老会に演芸を発表する出演者および団体を募集します。（敬老会参加

詳細については、下記にお問い合わせください。

健康福祉課福祉係（いちばん館内

医療機関での健康診査を行っています！
７月から９月末まで、福島市内、伊達方面、相馬方面の村指定医療機

関での健康診査を実施しています。（一部検診項目によって実施期間が異

なります。）対象者には４月末に、集団健診の案内と一緒に医療機関での

健診案内（ピンク色の封筒）を送付しましたので、内容を確認のうえ受

なお、５月に実施した集団健診を受けた方は、同じ健診項目

を再度受診することはできませんのでご注意ください。

※遠方に避難をしている等の理由から村指定の医療機関での健康診査を

受診できない方については、健康係までご相談ください。受診方法をお

健康福祉課健康係(いちばん館内

いいたて村の道の駅までい館開業のお知ら
いいたて村の道の駅までい館が

当日は、オープニング

くさんの雪が届きます。村民の皆さまのお越しをお待ちしています！

オープン以降も連日たくさんのイベントを開催予定しています。そ

詳細は同封のチラシをご覧ください。

○いいたて村の道の駅までい館

  午前９時

午前 10

※オープン当初は、混雑が予想されます。お越しの際は、交通誘導員

の指示に従ってください。ご協力をよろしくお願いいたします。

いいたて村の道の駅までい館

10 時～午後７時

 ６ 時～午後８時

２４時間 

本庁☎0244

≪今年度からの変更点≫

施設検診受診シール（オレンジ色の用紙）

お持ちでない方は、再発行できますので健康までご連絡ください。

分～午前 11

いいたてほっと安心寄っトイレ閉鎖のご案
セブンイレブン飯舘村仮設店舗脇の「いいたてほっと安心寄っトイレ」

いたします。８月

て村の道の駅までい館」のトイレを利用いただくようお願いします。

飯野支所☎

飯樋盆踊り開催のお知らせ
今年の夏、飯樋盆踊りが開催されます。

50 名にゑびす庵のうどんを

のお問い合わせや飯樋盆踊り実行委員参加希望者は、下

荒利喜までご連絡をお

日（月） ※雨天時は、

午後４時～午後５時 30

午後６時～午後７時 30

飯樋町集会所前庭 

荒利喜（☎080

はやま湖花火大会のお知らせ
年ぶりに

の花火が夏の夜空を彩ります。夏の思い出に、ぜひお越しください。

詳細は同封のチラシをご覧ください。

日（土） ※雨天時は、

分  開始

   終了予定

○観覧場所…大倉キャンプ場周辺 

0244-42-1613

年度飯舘村敬老会の開催について
、お元気ですか。

は、村内飯舘中学校の体育館が改修中で使用できないため、

野町にある飯舘中学校仮設体育館で行います。

ご出席ください。 

日（日）      

飯舘中学校仮設体育館

出演者および団体を募集します。（敬老会参加

ては、下記にお問い合わせください。

いちばん館内

医療機関での健康診査を行っています！
７月から９月末まで、福島市内、伊達方面、相馬方面の村指定医療機

関での健康診査を実施しています。（一部検診項目によって実施期間が異

なります。）対象者には４月末に、集団健診の案内と一緒に医療機関での

健診案内（ピンク色の封筒）を送付しましたので、内容を確認のうえ受

なお、５月に実施した集団健診を受けた方は、同じ健診項目

を再度受診することはできませんのでご注意ください。

※遠方に避難をしている等の理由から村指定の医療機関での健康診査を

受診できない方については、健康係までご相談ください。受診方法をお

いちばん館内

いいたて村の道の駅までい館開業のお知ら
いいたて村の道の駅までい館が

当日は、オープニングセレモ

くさんの雪が届きます。村民の皆さまのお越しをお待ちしています！

オープン以降も連日たくさんのイベントを開催予定しています。そ

詳細は同封のチラシをご覧ください。

○いいたて村の道の駅までい館 オープン日時

午前９時 30 分

10 時  

※オープン当初は、混雑が予想されます。お越しの際は、交通誘導員

の指示に従ってください。ご協力をよろしくお願いいたします。

いいたて村の道の駅までい館 開館時間

時～午後７時

時～午後８時

0244-42

≪今年度からの変更点≫ 

施設検診受診シール（オレンジ色の用紙）

お持ちでない方は、再発行できますので健康までご連絡ください。

11 時 30

 

寄っトイレ閉鎖のご案
セブンイレブン飯舘村仮設店舗脇の「いいたてほっと安心寄っトイレ」

いたします。８月

て村の道の駅までい館」のトイレを利用いただくようお願いします。

☎024-562

飯樋盆踊り開催のお知らせ
今年の夏、飯樋盆踊りが開催されます。

名にゑびす庵のうどんを

のお問い合わせや飯樋盆踊り実行委員参加希望者は、下

荒利喜までご連絡をお

※雨天時は、

30 分 カラオケのど自慢

30 分 盆踊り

080-1665-9516

はやま湖花火大会のお知らせ
年ぶりに震災後初めて開催され

の花火が夏の夜空を彩ります。夏の思い出に、ぜひお越しください。

詳細は同封のチラシをご覧ください。 

※雨天時は、

開始 

終了予定 

 

1613） 

年度飯舘村敬老会の開催について
、お元気ですか。今年も、

は、村内飯舘中学校の体育館が改修中で使用できないため、

で行います。

    午前

飯舘中学校仮設体育館 福島市飯野町明治字藤柄

出演者および団体を募集します。（敬老会参加

ては、下記にお問い合わせください。

いちばん館内☎0244

医療機関での健康診査を行っています！
７月から９月末まで、福島市内、伊達方面、相馬方面の村指定医療機

関での健康診査を実施しています。（一部検診項目によって実施期間が異

なります。）対象者には４月末に、集団健診の案内と一緒に医療機関での

健診案内（ピンク色の封筒）を送付しましたので、内容を確認のうえ受

なお、５月に実施した集団健診を受けた方は、同じ健診項目

を再度受診することはできませんのでご注意ください。

※遠方に避難をしている等の理由から村指定の医療機関での健康診査を

受診できない方については、健康係までご相談ください。受診方法をお

いちばん館内☎0244

いいたて村の道の駅までい館開業のお知ら
いいたて村の道の駅までい館が、８月

セレモニーのほか、北海道倶知安町からた

くさんの雪が届きます。村民の皆さまのお越しをお待ちしています！

オープン以降も連日たくさんのイベントを開催予定しています。そ

詳細は同封のチラシをご覧ください。

オープン日時

分 オープニング

    営業開始

※オープン当初は、混雑が予想されます。お越しの際は、交通誘導員

の指示に従ってください。ご協力をよろしくお願いいたします。

開館時間

時～午後７時 

時～午後８時 

-1613）

施設検診受診シール（オレンジ色の用紙）

お持ちでない方は、再発行できますので健康までご連絡ください。

30 分）☎

寄っトイレ閉鎖のご案
セブンイレブン飯舘村仮設店舗脇の「いいたてほっと安心寄っトイレ」

いたします。８月 12 日（土）以降は「いいた

て村の道の駅までい館」のトイレを利用いただくようお願いします。

562-4249

飯樋盆踊り開催のお知らせ
今年の夏、飯樋盆踊りが開催されます。カラオケ・盆踊り参加者には

名にゑびす庵のうどんを

のお問い合わせや飯樋盆踊り実行委員参加希望者は、下

荒利喜までご連絡をお願いします。

※雨天時は、15 日に順延します。

カラオケのど自慢

盆踊り 

9516） 

はやま湖花火大会のお知らせ
震災後初めて開催され

の花火が夏の夜空を彩ります。夏の思い出に、ぜひお越しください。

 

※雨天時は、20 日に順延します。

 

 

年度飯舘村敬老会の開催について
今年も、敬老会を開催します。

は、村内飯舘中学校の体育館が改修中で使用できないため、

で行います。後日、

午前 10 時 30

福島市飯野町明治字藤柄

出演者および団体を募集します。（敬老会参加

ては、下記にお問い合わせください。

0244-42-163

医療機関での健康診査を行っています！
７月から９月末まで、福島市内、伊達方面、相馬方面の村指定医療機

関での健康診査を実施しています。（一部検診項目によって実施期間が異

なります。）対象者には４月末に、集団健診の案内と一緒に医療機関での

健診案内（ピンク色の封筒）を送付しましたので、内容を確認のうえ受

なお、５月に実施した集団健診を受けた方は、同じ健診項目

を再度受診することはできませんのでご注意ください。

※遠方に避難をしている等の理由から村指定の医療機関での健康診査を

受診できない方については、健康係までご相談ください。受診方法をお

0244-42-1637

いいたて村の道の駅までい館開業のお知ら
、８月 12 日（土）に営業

ニーのほか、北海道倶知安町からた

くさんの雪が届きます。村民の皆さまのお越しをお待ちしています！

オープン以降も連日たくさんのイベントを開催予定しています。そ

詳細は同封のチラシをご覧ください。 

オープン日時 

オープニング

営業開始 

※オープン当初は、混雑が予想されます。お越しの際は、交通誘導員

の指示に従ってください。ご協力をよろしくお願いいたします。

開館時間 

） 

施設検診受診シール（オレンジ色の用紙）

お持ちでない方は、再発行できますので健康までご連絡ください。

分）☎0244-68

寄っトイレ閉鎖のご案
セブンイレブン飯舘村仮設店舗脇の「いいたてほっと安心寄っトイレ」

日（土）以降は「いいた

て村の道の駅までい館」のトイレを利用いただくようお願いします。

4249） 

飯樋盆踊り開催のお知らせ
カラオケ・盆踊り参加者には

名にゑびす庵のうどんを無料振る舞い

のお問い合わせや飯樋盆踊り実行委員参加希望者は、下

願いします。

日に順延します。

カラオケのど自慢

 

 

はやま湖花火大会のお知らせ
震災後初めて開催され

の花火が夏の夜空を彩ります。夏の思い出に、ぜひお越しください。

日に順延します。

年度飯舘村敬老会の開催について
敬老会を開催します。

は、村内飯舘中学校の体育館が改修中で使用できないため、

後日、招待状をお送りしま

30 分～

福島市飯野町明治字藤柄

出演者および団体を募集します。（敬老会参加

ては、下記にお問い合わせください。

1633） 

医療機関での健康診査を行っています！
７月から９月末まで、福島市内、伊達方面、相馬方面の村指定医療機

関での健康診査を実施しています。（一部検診項目によって実施期間が異

なります。）対象者には４月末に、集団健診の案内と一緒に医療機関での

健診案内（ピンク色の封筒）を送付しましたので、内容を確認のうえ受

なお、５月に実施した集団健診を受けた方は、同じ健診項目

を再度受診することはできませんのでご注意ください。 

※遠方に避難をしている等の理由から村指定の医療機関での健康診査を

受診できない方については、健康係までご相談ください。受診方法をお

1637） 

いいたて村の道の駅までい館開業のお知ら
日（土）に営業

ニーのほか、北海道倶知安町からた

くさんの雪が届きます。村民の皆さまのお越しをお待ちしています！

オープン以降も連日たくさんのイベントを開催予定しています。そ

オープニングセレモニー

 

※オープン当初は、混雑が予想されます。お越しの際は、交通誘導員

の指示に従ってください。ご協力をよろしくお願いいたします。

施設検診受診シール（オレンジ色の用紙）が必要になります。

お持ちでない方は、再発行できますので健康までご連絡ください。

68-2277 

寄っトイレ閉鎖のご案
セブンイレブン飯舘村仮設店舗脇の「いいたてほっと安心寄っトイレ」

日（土）以降は「いいた

て村の道の駅までい館」のトイレを利用いただくようお願いします。

飯樋盆踊り開催のお知らせ 
カラオケ・盆踊り参加者には

無料振る舞い

のお問い合わせや飯樋盆踊り実行委員参加希望者は、下

願いします。 

日に順延します。

カラオケのど自慢 

はやま湖花火大会のお知らせ
震災後初めて開催されます。

の花火が夏の夜空を彩ります。夏の思い出に、ぜひお越しください。

日に順延します。

年度飯舘村敬老会の開催について
敬老会を開催します。

は、村内飯舘中学校の体育館が改修中で使用できないため、今回に限り飯

招待状をお送りしま

分～ 

福島市飯野町明治字藤柄 13

出演者および団体を募集します。（敬老会参加

ては、下記にお問い合わせください。

医療機関での健康診査を行っています！
７月から９月末まで、福島市内、伊達方面、相馬方面の村指定医療機

関での健康診査を実施しています。（一部検診項目によって実施期間が異

なります。）対象者には４月末に、集団健診の案内と一緒に医療機関での

健診案内（ピンク色の封筒）を送付しましたので、内容を確認のうえ受

なお、５月に実施した集団健診を受けた方は、同じ健診項目

※遠方に避難をしている等の理由から村指定の医療機関での健康診査を

受診できない方については、健康係までご相談ください。受診方法をお

いいたて村の道の駅までい館開業のお知ら
日（土）に営業開始しま

ニーのほか、北海道倶知安町からた

くさんの雪が届きます。村民の皆さまのお越しをお待ちしています！

オープン以降も連日たくさんのイベントを開催予定しています。そ

セレモニー 

※オープン当初は、混雑が予想されます。お越しの際は、交通誘導員

の指示に従ってください。ご協力をよろしくお願いいたします。

が必要になります。

お持ちでない方は、再発行できますので健康までご連絡ください。

 

寄っトイレ閉鎖のご案内 
セブンイレブン飯舘村仮設店舗脇の「いいたてほっと安心寄っトイレ」

日（土）以降は「いいた

て村の道の駅までい館」のトイレを利用いただくようお願いします。 

カラオケ・盆踊り参加者には

無料振る舞います。

のお問い合わせや飯樋盆踊り実行委員参加希望者は、下

日に順延します。 

はやま湖花火大会のお知らせ  
ます。約 250

の花火が夏の夜空を彩ります。夏の思い出に、ぜひお越しください。 

日に順延します。 

年度飯舘村敬老会の開催について
敬老会を開催します。今年

今回に限り飯

招待状をお送りしま

13-2 

出演者および団体を募集します。（敬老会参加

ては、下記にお問い合わせください。 

医療機関での健康診査を行っています！  

７月から９月末まで、福島市内、伊達方面、相馬方面の村指定医療機

関での健康診査を実施しています。（一部検診項目によって実施期間が異

なります。）対象者には４月末に、集団健診の案内と一緒に医療機関での

健診案内（ピンク色の封筒）を送付しましたので、内容を確認のうえ受

なお、５月に実施した集団健診を受けた方は、同じ健診項目

※遠方に避難をしている等の理由から村指定の医療機関での健康診査を

受診できない方については、健康係までご相談ください。受診方法をお

いいたて村の道の駅までい館開業のお知らせ 
開始しま

ニーのほか、北海道倶知安町からた

くさんの雪が届きます。村民の皆さまのお越しをお待ちしています！

オープン以降も連日たくさんのイベントを開催予定しています。そ

※オープン当初は、混雑が予想されます。お越しの際は、交通誘導員

の指示に従ってください。ご協力をよろしくお願いいたします。 

が必要になります。

お持ちでない方は、再発行できますので健康までご連絡ください。 

セブンイレブン飯舘村仮設店舗脇の「いいたてほっと安心寄っトイレ」

日（土）以降は「いいた

 

カラオケ・盆踊り参加者には

ます。

のお問い合わせや飯樋盆踊り実行委員参加希望者は、下

250 発

 

年度飯舘村敬老会の開催について 
今年

今回に限り飯

招待状をお送りしま

出演者および団体を募集します。（敬老会参加

  
７月から９月末まで、福島市内、伊達方面、相馬方面の村指定医療機

関での健康診査を実施しています。（一部検診項目によって実施期間が異

なります。）対象者には４月末に、集団健診の案内と一緒に医療機関での

健診案内（ピンク色の封筒）を送付しましたので、内容を確認のうえ受

なお、５月に実施した集団健診を受けた方は、同じ健診項目

 

※遠方に避難をしている等の理由から村指定の医療機関での健康診査を

受診できない方については、健康係までご相談ください。受診方法をお

開始しま

ニーのほか、北海道倶知安町からた

くさんの雪が届きます。村民の皆さまのお越しをお待ちしています！ 

オープン以降も連日たくさんのイベントを開催予定しています。そ

※オープン当初は、混雑が予想されます。お越しの際は、交通誘導員

が必要になります。

 



○勤務条件等

○受付期間及び試験日等について

受付期間…随時受け付け

試 験

※履歴書に必要事項を記入し、面接当日ご持参ください。

申込み・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

介護士

介護員

調理員

い い た て 福 祉 会 職 員 募

○勤務条件等

週 40 時間勤務、賞与年２回（有給休暇・退職金制度有）、

基本給

手 当

○受付期間及び試験日等について

受付期間…随時受け付け

試 験 日

※履歴書に必要事項を記入し、面接当日ご持参ください。

申込み・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

【農地】（地上から１

行政区 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

14 

15※ 

16 

17 

18 

19 

20 

【宅地】（地上から１

行政区 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

14 

15※ 

16 

17 

18 

19 

20 

募集職種

介護士 

介護員 

調理員 

い い た て 福 祉 会 職 員 募

○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２回（有給休暇・退職金制度有）、

基本給…正職（月額

パート（時給：資格無

当…通勤手当

○受付期間及び試験日等について

受付期間…随時受け付け

日…随時実施（日時・場所等については、受験申し出時に連絡）

※履歴書に必要事項を記入し、面接当日ご持参ください。

申込み・問社会福祉法人いいたて福祉会（☎

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

伊丹沢字伊丹沢地内

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

募集職種 

正職 

パート

パート

い い た て 福 祉 会 職 員 募

※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）、

正職（月額 144,400

パート（時給：資格無

通勤手当、扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり

○受付期間及び試験日等について

受付期間…随時受け付け

…随時実施（日時・場所等については、受験申し出時に連絡）

※履歴書に必要事項を記入し、面接当日ご持参ください。

社会福祉法人いいたて福祉会（☎

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

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

小字地内

草野字大師堂地内

深谷字大森地内

伊丹沢字伊丹沢地内

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

条件資格免許等

 介護福祉士

パート 資格がなくても可

パート 
資格がなくても可

い い た て 福 祉 会 職 員 募

※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）、

144,400

パート（時給：資格無

扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり

○受付期間及び試験日等について

受付期間…随時受け付け 午前

…随時実施（日時・場所等については、受験申し出時に連絡）

※履歴書に必要事項を記入し、面接当日ご持参ください。

社会福祉法人いいたて福祉会（☎

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/時で

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 

 

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 

 

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 

伊丹沢字伊丹沢地内 

関沢字中頃地内 

小宮字曲田地内 

 

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 

条件資格免許等

介護福祉士

資格がなくても可

調理師

資格がなくても可

い い た て 福 祉 会 職 員 募

※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）、

144,400 円～ ※経験年数を換算し支給）

パート（時給：資格無 800

扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり

○受付期間及び試験日等について 

午前８時 30

…随時実施（日時・場所等については、受験申し出時に連絡）

※履歴書に必要事項を記入し、面接当日ご持参ください。

社会福祉法人いいたて福祉会（☎

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。

時です。※は除染

cm の高さで測定）

７月

１ｍ

0.30

0.10

0.29

0.30

0.54

 0.38

0.19

0.35

0.16

0.34

0.23

0.35

0.44

0.30

2.35

0.52

0.17

0.46

0.36

0.24

cm の高さで測定）

７月

１ｍ

0.27

0.27

 0.13

0.30

0.33

0.28

0.14

0.32

0.22

0.25

0.41

0.24

0.30

0.29

2.26

0.34

0.18

0.25

0.24

0.12

条件資格免許等 

介護福祉士 

資格がなくても可 

調理師 

資格がなくても可 

い い た て 福 祉 会 職 員 募

※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）、

※経験年数を換算し支給）

800 円～ 資格有

扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり

  

30 分～午後５時

…随時実施（日時・場所等については、受験申し出時に連絡）

※履歴書に必要事項を記入し、面接当日ご持参ください。

社会福祉法人いいたて福祉会（☎

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。

※は除染未実施分です

の高さで測定）

月 18 日（雨

１ｍ １c

0.30 0.38

0.10 0.10

0.29 0.32

0.30 0.29

0.54 0.51

0.38 0.36

0.19 0.17

0.35 0.34

0.16 0.16

0.34 0.37

0.23 0.21

0.35 0.28

0.44 0.51

0.30 0.27

2.35 2.89

0.52 0.42

0.17 0.16

0.46 0.57

0.36 0.39

0.24 0.24

の高さで測定）

月 18 日

ｍ １

0.27 0.23

0.27 0.32

0.13 0.16

0.30 0.31

0.33 0.26

0.28 0.28

0.14 0.14

0.32 0.26

0.22 0.22

0.25 0.24

0.41 0.41

0.24 0.25

0.30 0.33

0.29 0.24

2.26 2.40

0.34 0.35

0.18 0.15

0.25 0.24

0.24 0.26

0.12 0.12

 
採用

人員

５名

 ５名

 
２名

い い た て 福 祉 会 職 員 募

※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）、

※経験年数を換算し支給）

資格有 830

扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり

分～午後５時

…随時実施（日時・場所等については、受験申し出時に連絡）

※履歴書に必要事項を記入し、面接当日ご持参ください。

社会福祉法人いいたて福祉会（☎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。

未実施分です

の高さで測定） 

日（雨） ７

cｍ １

0.38 0.29

0.10 0.09

0.32 0.32

0.29 0.28

0.51 0.45

0.36 0.42

0.17 0.20

0.34 0.33

0.16 0.15

0.37 0.37

0.21 0.19

0.28 0.38

0.51 0.40

0.27 0.30

2.89 2.33

0.42 0.53

0.16 0.19

0.57 0.49

0.39 0.39

0.24 0.23

の高さで測定） 

日 

１cm １

0.23 0.27

0.32 0.25

0.16 0.16

0.31 0.28

0.26 0.32

0.28 0.27

0.14 0.13

0.26 0.34

0.22 0.27

0.24 0.22

0.41 0.37

0.25 0.25

0.33 0.29

0.24 0.25

2.40 2.30

0.35 0.36

0.15 0.19

0.24 0.21

0.26 0.29

0.12 0.11

採用 

人員 
勤務先

５名 

いいたて

ホーム
５名 

２名 

い い た て 福 祉 会 職 員 募

※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）、 

※経験年数を換算し支給）

830 円～）

扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり

分～午後５時 30 分（日曜除く）

…随時実施（日時・場所等については、受験申し出時に連絡）

※履歴書に必要事項を記入し、面接当日ご持参ください。 

42-1700）

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。

未実施分です。

７月６日（晴

１ｍ 

0.29 

0.09 

0.32 

0.28 

0.45 

0.42 

0.20 

0.33 

0.15 

0.37 

0.19 

0.38 

0.40 

0.30 

2.33 

0.53 

0.19 

0.49 

0.39 

0.23 

７月６

１ｍ 

0.27 

0.25 

0.16 

0.28 

0.32 

0.27 

0.13 

0.34 

0.27 

0.22 

0.37 

0.25 

0.29 

0.25 

2.30 

0.36 

0.19 

0.21 

0.29 

0.11 

勤務先 

いいたて

ホーム 

い い た て 福 祉 会 職 員 募 集

※採用後６か月間は試的任用期間となります。 
 社会保険加

※経験年数を換算し支給） 

円～） 

扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり 

分（日曜除く）

…随時実施（日時・場所等については、受験申し出時に連絡）

 

） 

 
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。

。 

６日（晴） 

１cm 

0.26 

0.10 

0.29 

0.23 

0.42 

0.43 

0.16 

0.30 

0.15 

0.36 

0.18 

0.29 

0.42 

0.25 

3.15 

0.42 

0.19 

0.54 

0.35 

0.22 

６日 

１cm 

0.24 

0.29 

0.14 

0.26 

0.25 

0.25 

0.13 

0.26 

0.32 

0.22 

0.36 

0.22 

0.27 

0.21 

2.29 

0.33 

0.16 

0.23 

0.22 

0.11 

年 

20 歳以

18歳以

集 

社会保険加入 

分（日曜除く） 

…随時実施（日時・場所等については、受験申し出時に連絡） 

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。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 齢 

歳以上 

歳以上 

 

 

県外避難者の方の健康診査のお知らせ
県外避難者の方は、避難先近くの医療機関で健診が受けられます。７

月中旬に、対象者に案内を個別通知しましたので、案内をご覧になって

受診をしてください。

 なお、案内が届かない方で県外での健康診査を希望される方は、お手

数ですが、健康係まで連絡ください。

□問健康福祉課健康係（いちばん館☎

 犬が死亡した場合は死亡届、所有者の変更があった場合は変更届が必

要です。手続きをお願いします。詳細は下記のとおりです。

○ルールを守って飼いましょう

・犬は放し飼いにせず、鎖等できちんと繋いで飼育

噛みついた時は飼い主の責任となります。

・ペット

責任を持って飼いましょう。

問住民課住民係（本庁☎

 ふくしまを十七字で奏でよう

ています。県内在住または県外に避難している「子どもと大人」「子ども

と子ども」のペアであればどなたでも応募できます。

応募

15 日（金）

○絆 部

○復興部門

○詳しくは同封のチラシまたは下記ホームページをご覧下さい。

http://www.syakai.fks.ed.jp/17zi/17zioubo.html

問生涯学習課（交流センターふれあい館

ホッとサロン「て
福島市社会福祉協議会で

として、お茶のみ会や各種イベントを開催しています。ぜひお友達と

誘い合わせ

日 

８月

（水

８月 23

（水

問福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

○日  

○見 学

○参 加

○募集人数

○参加申込み…

申込・

 福島県行政書士会相双支部では、無料相談会を開催します。予約不要・

無料です

○日 

○場 

☆こんな相談にお答えします。

・相続でお困りのこと

・遺言の効果・作成など

・土地

・法人設立・各種営業許可

問福島行政書士会相双支部

 

犬が死亡したとき

犬の所有者が

変わったとき

転出による住所変更

県外避難者の方の健康診査のお知らせ
県外避難者の方は、避難先近くの医療機関で健診が受けられます。７

月中旬に、対象者に案内を個別通知しましたので、案内をご覧になって

受診をしてください。

なお、案内が届かない方で県外での健康診査を希望される方は、お手

数ですが、健康係まで連絡ください。

健康福祉課健康係（いちばん館☎

犬が死亡した場合は死亡届、所有者の変更があった場合は変更届が必

要です。手続きをお願いします。詳細は下記のとおりです。

○ルールを守って飼いましょう

・犬は放し飼いにせず、鎖等できちんと繋いで飼育

噛みついた時は飼い主の責任となります。

・ペットのえさや水やりは定期的に行い、犬小屋の周りは清潔を保

責任を持って飼いましょう。

住民課住民係（本庁☎

～未来への
ふくしまを十七字で奏でよう

ています。県内在住または県外に避難している「子どもと大人」「子ども

と子ども」のペアであればどなたでも応募できます。

応募用紙に五・七・五の十七音を基本として記入後、生涯学習課へ

（金）まで

部 門…

○復興部門…

○詳しくは同封のチラシまたは下記ホームページをご覧下さい。

http://www.syakai.fks.ed.jp/17zi/17zioubo.html

生涯学習課（交流センターふれあい館

ホッとサロン「て
福島市社会福祉協議会で

として、お茶のみ会や各種イベントを開催しています。ぜひお友達と

合わせのうえ

 時 

月９日

水） 

23 日

水） 

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

文化財愛好会と行く！

巡るバス旅行を行います。

  時…

見 学 先…

加 費…

募集人数…

参加申込み…

・問合せ

福島県行政書士会相双支部では、無料相談会を開催します。予約不要・

無料ですので、

  時…

  所…飯舘村交流センター「ふれ愛館」

☆こんな相談にお答えします。

・相続でお困りのこと

・遺言の効果・作成など

・土地（農地など）でお困りのこと

・法人設立・各種営業許可

福島行政書士会相双支部

届出の理由

犬が死亡したとき

犬の所有者が

変わったとき

転出による住所変更

県外避難者の方の健康診査のお知らせ
県外避難者の方は、避難先近くの医療機関で健診が受けられます。７

月中旬に、対象者に案内を個別通知しましたので、案内をご覧になって

受診をしてください。

なお、案内が届かない方で県外での健康診査を希望される方は、お手

数ですが、健康係まで連絡ください。

健康福祉課健康係（いちばん館☎

村内で犬を飼育している方へ
犬が死亡した場合は死亡届、所有者の変更があった場合は変更届が必

要です。手続きをお願いします。詳細は下記のとおりです。

○ルールを守って飼いましょう

・犬は放し飼いにせず、鎖等できちんと繋いで飼育

噛みついた時は飼い主の責任となります。

のえさや水やりは定期的に行い、犬小屋の周りは清潔を保

責任を持って飼いましょう。

住民課住民係（本庁☎

～未来への
ふくしまを十七字で奏でよう

ています。県内在住または県外に避難している「子どもと大人」「子ども

と子ども」のペアであればどなたでも応募できます。

用紙に五・七・五の十七音を基本として記入後、生涯学習課へ

までに応募してください。

…日常生活等での共通体験をとおした十七字

…震災体験、復旧・復興に関する十七字

○詳しくは同封のチラシまたは下記ホームページをご覧下さい。

http://www.syakai.fks.ed.jp/17zi/17zioubo.html

生涯学習課（交流センターふれあい館

ホッとサロン「て
福島市社会福祉協議会で

として、お茶のみ会や各種イベントを開催しています。ぜひお友達と

のうえ、ご参加ください。

会場:午前

開演：

午前９時

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

文化財愛好会と行く！
飯舘村文化財愛好会では、

巡るバス旅行を行います。

…９月３日

…福聚寺 

…１人 3000

…25 人(定員次第締め切り

参加申込み…８月 25

問合せ村文化財愛好会

行政書士による無料相談会
福島県行政書士会相双支部では、無料相談会を開催します。予約不要・

ので、日常生活でお困りのことなど

時…８月８日（火）

所…飯舘村交流センター「ふれ愛館」

☆こんな相談にお答えします。

・相続でお困りのこと

・遺言の効果・作成など

（農地など）でお困りのこと

・法人設立・各種営業許可

福島行政書士会相双支部

届出の理由 

犬が死亡したとき 

犬の所有者が 

変わったとき 

転出による住所変更

県外避難者の方の健康診査のお知らせ
県外避難者の方は、避難先近くの医療機関で健診が受けられます。７

月中旬に、対象者に案内を個別通知しましたので、案内をご覧になって

受診をしてください。 

なお、案内が届かない方で県外での健康診査を希望される方は、お手

数ですが、健康係まで連絡ください。

健康福祉課健康係（いちばん館☎

村内で犬を飼育している方へ
犬が死亡した場合は死亡届、所有者の変更があった場合は変更届が必

要です。手続きをお願いします。詳細は下記のとおりです。

○ルールを守って飼いましょう

・犬は放し飼いにせず、鎖等できちんと繋いで飼育

噛みついた時は飼い主の責任となります。

のえさや水やりは定期的に行い、犬小屋の周りは清潔を保

責任を持って飼いましょう。

住民課住民係（本庁☎0244

～未来への
ふくしまを十七字で奏でよう

ています。県内在住または県外に避難している「子どもと大人」「子ども

と子ども」のペアであればどなたでも応募できます。

用紙に五・七・五の十七音を基本として記入後、生涯学習課へ

に応募してください。

日常生活等での共通体験をとおした十七字

震災体験、復旧・復興に関する十七字

○詳しくは同封のチラシまたは下記ホームページをご覧下さい。

http://www.syakai.fks.ed.jp/17zi/17zioubo.html

生涯学習課（交流センターふれあい館

ホッとサロン「て
福島市社会福祉協議会では、福島市内に避難されている方の

として、お茶のみ会や各種イベントを開催しています。ぜひお友達と

ご参加ください。

時 間

午前 10

：午前 10

午前９時 30

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

文化財愛好会と行く！
飯舘村文化財愛好会では、

巡るバス旅行を行います。

日(日) 午前８時

 三春ダム

3000 円 (

定員次第締め切り

25 日（金

村文化財愛好会

行政書士による無料相談会
福島県行政書士会相双支部では、無料相談会を開催します。予約不要・

日常生活でお困りのことなど

８月８日（火） 午前

所…飯舘村交流センター「ふれ愛館」

☆こんな相談にお答えします。

・相続でお困りのこと 

・遺言の効果・作成など 

（農地など）でお困りのこと

・法人設立・各種営業許可 

福島行政書士会相双支部 

届出書類

 死亡届

変更届

転出による住所変更 
登録事項

変更届

県外避難者の方の健康診査のお知らせ
県外避難者の方は、避難先近くの医療機関で健診が受けられます。７

月中旬に、対象者に案内を個別通知しましたので、案内をご覧になって

なお、案内が届かない方で県外での健康診査を希望される方は、お手

数ですが、健康係まで連絡ください。

健康福祉課健康係（いちばん館☎

村内で犬を飼育している方へ
犬が死亡した場合は死亡届、所有者の変更があった場合は変更届が必

要です。手続きをお願いします。詳細は下記のとおりです。

○ルールを守って飼いましょう 

・犬は放し飼いにせず、鎖等できちんと繋いで飼育

噛みついた時は飼い主の責任となります。

のえさや水やりは定期的に行い、犬小屋の周りは清潔を保

責任を持って飼いましょう。 

0244-42-1618

～未来への 絆をつなぐ
ふくしまを十七字で奏でよう 絆ふれあい支援事業では作品を募集し

ています。県内在住または県外に避難している「子どもと大人」「子ども

と子ども」のペアであればどなたでも応募できます。

用紙に五・七・五の十七音を基本として記入後、生涯学習課へ

に応募してください。

日常生活等での共通体験をとおした十七字

震災体験、復旧・復興に関する十七字

○詳しくは同封のチラシまたは下記ホームページをご覧下さい。

http://www.syakai.fks.ed.jp/17zi/17zioubo.html

生涯学習課（交流センターふれあい館

ホッとサロン「て と て」の開 催 につい
は、福島市内に避難されている方の

として、お茶のみ会や各種イベントを開催しています。ぜひお友達と

ご参加ください。

間 

10 時 

10 時 15 分

30 分～ 

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

文化財愛好会と行く！
飯舘村文化財愛好会では、

巡るバス旅行を行います。

午前８時

午後４時

三春ダム等 

(昼食代込・

定員次第締め切り

日（金）まで電話申込みをお願いします。

村文化財愛好会庶務担当

行政書士による無料相談会
福島県行政書士会相双支部では、無料相談会を開催します。予約不要・

日常生活でお困りのことなど

午前 10

所…飯舘村交流センター「ふれ愛館」

☆こんな相談にお答えします。 

（農地など）でお困りのこと

 など 

 支部長

届出書類 

死亡届 

変更届 

登録事項 

変更届 

県外避難者の方の健康診査のお知らせ
県外避難者の方は、避難先近くの医療機関で健診が受けられます。７

月中旬に、対象者に案内を個別通知しましたので、案内をご覧になって

なお、案内が届かない方で県外での健康診査を希望される方は、お手

数ですが、健康係まで連絡ください。 

健康福祉課健康係（いちばん館☎0244-

村内で犬を飼育している方へ
犬が死亡した場合は死亡届、所有者の変更があった場合は変更届が必

要です。手続きをお願いします。詳細は下記のとおりです。

・犬は放し飼いにせず、鎖等できちんと繋いで飼育

噛みついた時は飼い主の責任となります。

のえさや水やりは定期的に行い、犬小屋の周りは清潔を保

1618） 

絆をつなぐ
絆ふれあい支援事業では作品を募集し

ています。県内在住または県外に避難している「子どもと大人」「子ども

と子ども」のペアであればどなたでも応募できます。

用紙に五・七・五の十七音を基本として記入後、生涯学習課へ

に応募してください。FAX での応募も可能です。

日常生活等での共通体験をとおした十七字

震災体験、復旧・復興に関する十七字

○詳しくは同封のチラシまたは下記ホームページをご覧下さい。

http://www.syakai.fks.ed.jp/17zi/17zioubo.html

生涯学習課（交流センターふれあい館☎

て」の開 催 につい
は、福島市内に避難されている方の

として、お茶のみ会や各種イベントを開催しています。ぜひお友達と

ご参加ください。 

分 

福島市音楽堂

福島市入江町

 
福島市保健福祉センタ

福島市

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

文化財愛好会と行く！
飯舘村文化財愛好会では、三春町地区周辺の

巡るバス旅行を行います。ぜひ、

午前８時 15 分

時    

昼食代込・当日徴収

定員次第締め切り)  

電話申込みをお願いします。

庶務担当 佐藤俊雄

行政書士による無料相談会
福島県行政書士会相双支部では、無料相談会を開催します。予約不要・

日常生活でお困りのことなど

10 時～午後３時

所…飯舘村交流センター「ふれ愛館」

（農地など）でお困りのこと 

支部長 菅野良成（

 届出先

 住民課窓口

 住民課窓口

 

 

転入先市町村

県外避難者の方の健康診査のお知らせ
県外避難者の方は、避難先近くの医療機関で健診が受けられます。７

月中旬に、対象者に案内を個別通知しましたので、案内をご覧になって

なお、案内が届かない方で県外での健康診査を希望される方は、お手

-42-1637

村内で犬を飼育している方へ
犬が死亡した場合は死亡届、所有者の変更があった場合は変更届が必

要です。手続きをお願いします。詳細は下記のとおりです。

・犬は放し飼いにせず、鎖等できちんと繋いで飼育

噛みついた時は飼い主の責任となります。 

のえさや水やりは定期的に行い、犬小屋の周りは清潔を保

 

絆をつなぐ 十七字～
絆ふれあい支援事業では作品を募集し

ています。県内在住または県外に避難している「子どもと大人」「子ども

と子ども」のペアであればどなたでも応募できます。

用紙に五・七・五の十七音を基本として記入後、生涯学習課へ

での応募も可能です。

日常生活等での共通体験をとおした十七字

震災体験、復旧・復興に関する十七字

○詳しくは同封のチラシまたは下記ホームページをご覧下さい。

http://www.syakai.fks.ed.jp/17zi/17zioubo.html

☎0244-42

て」の開 催 につい
は、福島市内に避難されている方の

として、お茶のみ会や各種イベントを開催しています。ぜひお友達と

会 場

福島市音楽堂

福島市入江町

福島市保健福祉センタ

福島市森合町

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

文化財愛好会と行く！ 史跡めぐり
三春町地区周辺の

ぜひ、ご参加ください。

分 福島駅西口バスターミナル集合

 解散予定

当日徴収)

 

電話申込みをお願いします。

佐藤俊雄

行政書士による無料相談会
福島県行政書士会相双支部では、無料相談会を開催します。予約不要・

日常生活でお困りのことなど何でもご相談

時～午後３時 

所…飯舘村交流センター「ふれ愛館」 

菅野良成（☎

届出先 

住民課窓口

住民課窓口

転入先市町村

窓口 

県外避難者の方の健康診査のお知らせ
県外避難者の方は、避難先近くの医療機関で健診が受けられます。７

月中旬に、対象者に案内を個別通知しましたので、案内をご覧になって

なお、案内が届かない方で県外での健康診査を希望される方は、お手

1637） 

村内で犬を飼育している方へ
犬が死亡した場合は死亡届、所有者の変更があった場合は変更届が必

要です。手続きをお願いします。詳細は下記のとおりです。

・犬は放し飼いにせず、鎖等できちんと繋いで飼育しましょう。もしも

のえさや水やりは定期的に行い、犬小屋の周りは清潔を保

十七字～
絆ふれあい支援事業では作品を募集し

ています。県内在住または県外に避難している「子どもと大人」「子ども

と子ども」のペアであればどなたでも応募できます。 

用紙に五・七・五の十七音を基本として記入後、生涯学習課へ

での応募も可能です。

日常生活等での共通体験をとおした十七字

震災体験、復旧・復興に関する十七字 

○詳しくは同封のチラシまたは下記ホームページをご覧下さい。

http://www.syakai.fks.ed.jp/17zi/17zioubo.html 

42-0072 FAX0244

て」の開 催 につい
は、福島市内に避難されている方の

として、お茶のみ会や各種イベントを開催しています。ぜひお友達と

場 

福島市音楽堂 

福島市入江町 1-1 

福島市保健福祉センター

森合町 10-1

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎024-

史跡めぐり
三春町地区周辺の

ご参加ください。

福島駅西口バスターミナル集合

解散予定 

) 

電話申込みをお願いします。

佐藤俊雄（☎090

行政書士による無料相談会
福島県行政書士会相双支部では、無料相談会を開催します。予約不要・

何でもご相談

 

☎0244-35

 

住民課窓口 
電話での届出も

きます。

住民課窓口 

新・旧所有者の

住所・氏名

します。

転入先市町村 
所有者の住所・氏

名・鑑札

さい。

県外避難者の方の健康診査のお知らせ
県外避難者の方は、避難先近くの医療機関で健診が受けられます。７

月中旬に、対象者に案内を個別通知しましたので、案内をご覧になって

なお、案内が届かない方で県外での健康診査を希望される方は、お手

村内で犬を飼育している方へ 
犬が死亡した場合は死亡届、所有者の変更があった場合は変更届が必

要です。手続きをお願いします。詳細は下記のとおりです。 

しましょう。もしも

のえさや水やりは定期的に行い、犬小屋の周りは清潔を保

十七字～
絆ふれあい支援事業では作品を募集し

ています。県内在住または県外に避難している「子どもと大人」「子ども

用紙に五・七・五の十七音を基本として記入後、生涯学習課へ

での応募も可能です。 

日常生活等での共通体験をとおした十七字 

○詳しくは同封のチラシまたは下記ホームページをご覧下さい。

0072 FAX0244

て」の開 催 につい
は、福島市内に避難されている方の憩いの

として、お茶のみ会や各種イベントを開催しています。ぜひお友達と

内

 
コンサート

ー 

1 
脳トレ

-533-8881

史跡めぐり
三春町地区周辺の史跡を中心に

ご参加ください。 

福島駅西口バスターミナル集合

電話申込みをお願いします。

090-4885-

行政書士による無料相談会 
福島県行政書士会相双支部では、無料相談会を開催します。予約不要・

何でもご相談ください。

35-5032）

備考

電話での届出も

きます。 

新・旧所有者の

住所・氏名

します。 

所有者の住所・氏

名・鑑札を届出くだ

さい。 

県外避難者の方の健康診査のお知らせ   
県外避難者の方は、避難先近くの医療機関で健診が受けられます。７

月中旬に、対象者に案内を個別通知しましたので、案内をご覧になって

なお、案内が届かない方で県外での健康診査を希望される方は、お手

犬が死亡した場合は死亡届、所有者の変更があった場合は変更届が必

しましょう。もしも

の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、

十七字～ 
絆ふれあい支援事業では作品を募集し

ています。県内在住または県外に避難している「子どもと大人」「子ども

用紙に五・七・五の十七音を基本として記入後、生涯学習課へ９月

 

○詳しくは同封のチラシまたは下記ホームページをご覧下さい。 

0072 FAX0244-42-0860

て」の開 催 について
憩いの場

として、お茶のみ会や各種イベントを開催しています。ぜひお友達とお

内 容 

コンサート

脳トレ 

81） 

史跡めぐり 

史跡を中心に

 

福島駅西口バスターミナル集合

電話申込みをお願いします。 

-9266）

福島県行政書士会相双支部では、無料相談会を開催します。予約不要・

ください。 

） 

備考 

電話での届出も

 

新・旧所有者の 

住所・氏名をお尋ね

 

所有者の住所・氏

を届出くだ

 
県外避難者の方は、避難先近くの医療機関で健診が受けられます。７

月中旬に、対象者に案内を個別通知しましたので、案内をご覧になって

なお、案内が届かない方で県外での健康診査を希望される方は、お手

犬が死亡した場合は死亡届、所有者の変更があった場合は変更届が必

しましょう。もしも

ち、 

絆ふれあい支援事業では作品を募集し

ています。県内在住または県外に避難している「子どもと大人」「子ども

９月

0860） 

 
場

お

コンサート 

史跡を中心に

福島駅西口バスターミナル集合 

） 

福島県行政書士会相双支部では、無料相談会を開催します。予約不要・

 

電話での届出もで

 

をお尋ね

所有者の住所・氏

を届出くだ


