
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                          

平成

試験を次により行います。

◆発

するほか合否について通知。

※第２次試験の詳細は第１次試験合格者へ通知（平成

○受験手続

※郵送により申込用紙を請求する場合：封筒の表に

保育士）

の返信用封筒（角形２号）を同封

※郵送により申込用紙を提出する場合：封筒の表に「

保育士）

封

○受付期間…

※郵送申込

問

〒

年末年始

故防止県民総ぐるみ運動」が実施されます。年末年始は夜間の外出や飲

酒の機会が多くなります。地域・家庭で協力して飲酒運転の根絶を推進

しましょう。

■運動の重点

①高齢者の交通事故防止

②夕暮れ時や夜間の交通事故防止

③全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

④飲酒運転の根絶

問

採用職種

採用人数

受験資格

試験方法

及び内容

第 １

試

試験場所

                          

平成
平成 30 年度飯舘村職員

試験を次により行います。

◆発 表…平成

するほか合否について通知。

※第２次試験の詳細は第１次試験合格者へ通知（平成

○受験手続

※郵送により申込用紙を請求する場合：封筒の表に

保育士）

の返信用封筒（角形２号）を同封

※郵送により申込用紙を提出する場合：封筒の表に「

保育士）試験申込」と朱書きし、

封してください。

○受付期間…

※郵送申込

問総務課総務係（本庁☎

〒960-1892

年末年始
12 月 10

故防止県民総ぐるみ運動」が実施されます。年末年始は夜間の外出や飲

酒の機会が多くなります。地域・家庭で協力して飲酒運転の根絶を推進

しましょう。

■運動の重点

①高齢者の交通事故防止

②夕暮れ時や夜間の交通事故防止

③全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

④飲酒運転の根絶

問住民課住民係（

採用職種

採用人数

受験資格

試験方法

及び内容

第 １ 次

試  験

試験場所

いいたてクリニックの診療日時

                          

平成 30
年度飯舘村職員

試験を次により行います。

表…平成

するほか合否について通知。

※第２次試験の詳細は第１次試験合格者へ通知（平成

○受験手続 ◆申込用紙交付及び提出先…

※郵送により申込用紙を請求する場合：封筒の表に

保育士）試験申込用紙請求」と朱書きし、

の返信用封筒（角形２号）を同封

※郵送により申込用紙を提出する場合：封筒の表に「

試験申込」と朱書きし、

してください。

○受付期間…12

※郵送申込…12

総務課総務係（本庁☎

1892 飯舘村伊丹沢字伊丹沢

年末年始の
10 日から平成

故防止県民総ぐるみ運動」が実施されます。年末年始は夜間の外出や飲

酒の機会が多くなります。地域・家庭で協力して飲酒運転の根絶を推進

しましょう。 

■運動の重点  

①高齢者の交通事故防止

②夕暮れ時や夜間の交通事故防止

③全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

④飲酒運転の根絶

住民課住民係（

採用職種 

採用人数 

受験資格 

○昭和

 

○試験職種の幼稚園教諭及び保育士ともに、幼稚園教諭及

び保育士両方の免許を有する者、又は平成

に両方の免許見込みの者

試験方法

及び内容 

 

第１次試験

① 教養試験（短大卒程度）…択一式による筆記試験

② 専門試験…専門知識及び能力について、択一式による筆

記試験

③ 適性

第２次試験

第１次試験合格者に対して、個別面接及び作文などによる

試験を行います。

 

次 

験 

 

試 験

受  

教養試験

専門試験

適正検査

 

試験場所 
飯舘村役場

飯舘村伊丹沢字伊丹沢

いいたてクリニックの診療日時

                          

30 年度飯舘村職員募集のお知らせ
年度飯舘村職員

試験を次により行います。

表…平成 30 年１

するほか合否について通知。

※第２次試験の詳細は第１次試験合格者へ通知（平成

◆申込用紙交付及び提出先…

※郵送により申込用紙を請求する場合：封筒の表に

試験申込用紙請求」と朱書きし、

の返信用封筒（角形２号）を同封

※郵送により申込用紙を提出する場合：封筒の表に「

試験申込」と朱書きし、

してください。 

12 月 20 日（水

12 月 19 日（火）まで

総務課総務係（本庁☎

飯舘村伊丹沢字伊丹沢

の交通事故防止県民総ぐるみ運動
日から平成 30

故防止県民総ぐるみ運動」が実施されます。年末年始は夜間の外出や飲

酒の機会が多くなります。地域・家庭で協力して飲酒運転の根絶を推進

 

①高齢者の交通事故防止

②夕暮れ時や夜間の交通事故防止

③全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

④飲酒運転の根絶 

住民課住民係（本庁☎

幼稚園教諭

○昭和42年４月２日以降に生まれた者（学歴は問いません）

○試験職種の幼稚園教諭及び保育士ともに、幼稚園教諭及

び保育士両方の免許を有する者、又は平成

に両方の免許見込みの者

第１次試験

教養試験（短大卒程度）…択一式による筆記試験

専門試験…専門知識及び能力について、択一式による筆

記試験 

適性検査…公務員や事務職員としての適応性や性格な

第２次試験

第１次試験合格者に対して、個別面接及び作文などによる

試験を行います。

試 験 日 

  付  

教養試験 

専門試験 

適正検査 

飯舘村役場

飯舘村伊丹沢字伊丹沢

いいたてクリニックの診療日時

                          

年度飯舘村職員募集のお知らせ
年度飯舘村職員(資格免許職

試験を次により行います。 

１月下旬に村役場掲示場に合格者受験番号を掲示

するほか合否について通知。 

※第２次試験の詳細は第１次試験合格者へ通知（平成

◆申込用紙交付及び提出先…

※郵送により申込用紙を請求する場合：封筒の表に

試験申込用紙請求」と朱書きし、

の返信用封筒（角形２号）を同封

※郵送により申込用紙を提出する場合：封筒の表に「

試験申込」と朱書きし、

日（水）まで

日（火）まで

総務課総務係（本庁☎0244-

飯舘村伊丹沢字伊丹沢

交通事故防止県民総ぐるみ運動
30 年１月７日までの

故防止県民総ぐるみ運動」が実施されます。年末年始は夜間の外出や飲

酒の機会が多くなります。地域・家庭で協力して飲酒運転の根絶を推進

①高齢者の交通事故防止 

②夕暮れ時や夜間の交通事故防止

③全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

☎0244-

幼稚園教諭

年４月２日以降に生まれた者（学歴は問いません）

○試験職種の幼稚園教諭及び保育士ともに、幼稚園教諭及

び保育士両方の免許を有する者、又は平成

に両方の免許見込みの者

第１次試験         

教養試験（短大卒程度）…択一式による筆記試験

専門試験…専門知識及び能力について、択一式による筆

 

検査…公務員や事務職員としての適応性や性格な

どについて択一式による筆記試験

第２次試験 

第１次試験合格者に対して、個別面接及び作文などによる

試験を行います。 

 平成 30

 午前９時～午前９時

 午前 10

 午後１時～午後２時

 午後２時

飯舘村役場 

飯舘村伊丹沢字伊丹沢

いいたてクリニックの診療日時

                          

 

年度飯舘村職員募集のお知らせ
資格免許職：幼稚園教諭、保育士

月下旬に村役場掲示場に合格者受験番号を掲示

 

※第２次試験の詳細は第１次試験合格者へ通知（平成

◆申込用紙交付及び提出先…

※郵送により申込用紙を請求する場合：封筒の表に

試験申込用紙請求」と朱書きし、

の返信用封筒（角形２号）を同封してください。

※郵送により申込用紙を提出する場合：封筒の表に「

試験申込」と朱書きし、82 円切手を貼った自分宛ての封筒を同

）まで  

日（火）まで（当日消印有効）

-42-1611

飯舘村伊丹沢字伊丹沢580

交通事故防止県民総ぐるみ運動
月７日までの

故防止県民総ぐるみ運動」が実施されます。年末年始は夜間の外出や飲

酒の機会が多くなります。地域・家庭で協力して飲酒運転の根絶を推進

②夕暮れ時や夜間の交通事故防止(特に、反射材用品等の着用推進

③全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

-42-1618

幼稚園教諭 

年４月２日以降に生まれた者（学歴は問いません）

○試験職種の幼稚園教諭及び保育士ともに、幼稚園教諭及

び保育士両方の免許を有する者、又は平成

に両方の免許見込みの者 

         

教養試験（短大卒程度）…択一式による筆記試験

専門試験…専門知識及び能力について、択一式による筆

検査…公務員や事務職員としての適応性や性格な

どについて択一式による筆記試験

第１次試験合格者に対して、個別面接及び作文などによる

 

30 年１月

午前９時～午前９時

10 時～正午

午後１時～午後２時

午後２時 40 分～午後３時

飯舘村伊丹沢字伊丹沢 580

いいたてクリニックの診療日時 毎週火・木曜日

                          第 881

年度飯舘村職員募集のお知らせ
：幼稚園教諭、保育士

月下旬に村役場掲示場に合格者受験番号を掲示

※第２次試験の詳細は第１次試験合格者へ通知（平成

◆申込用紙交付及び提出先…飯舘村役場

※郵送により申込用紙を請求する場合：封筒の表に

試験申込用紙請求」と朱書きし、120

してください。

※郵送により申込用紙を提出する場合：封筒の表に「

円切手を貼った自分宛ての封筒を同

（当日消印有効）

1611） 

580番地１

交通事故防止県民総ぐるみ運動
月７日までの 29

故防止県民総ぐるみ運動」が実施されます。年末年始は夜間の外出や飲

酒の機会が多くなります。地域・家庭で協力して飲酒運転の根絶を推進

特に、反射材用品等の着用推進

③全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

1618） 

若干名

年４月２日以降に生まれた者（学歴は問いません）

○試験職種の幼稚園教諭及び保育士ともに、幼稚園教諭及

び保育士両方の免許を有する者、又は平成

 

          

教養試験（短大卒程度）…択一式による筆記試験

専門試験…専門知識及び能力について、択一式による筆

検査…公務員や事務職員としての適応性や性格な

どについて択一式による筆記試験

第１次試験合格者に対して、個別面接及び作文などによる

年１月 14 日（日）

午前９時～午前９時 30

時～正午 

午後１時～午後２時 30

分～午後３時

580-1 

毎週火・木曜日

81 号 平成

年度飯舘村職員募集のお知らせ
：幼稚園教諭、保育士

月下旬に村役場掲示場に合格者受験番号を掲示

※第２次試験の詳細は第１次試験合格者へ通知（平成 30 年

飯舘村役場

※郵送により申込用紙を請求する場合：封筒の表に「幼稚園教諭（又は

120 円切手を貼った自分宛て

してください。 

※郵送により申込用紙を提出する場合：封筒の表に「

円切手を貼った自分宛ての封筒を同

（当日消印有効） 

番地１  

交通事故防止県民総ぐるみ運動
29 日間、「年末年始の交通事

故防止県民総ぐるみ運動」が実施されます。年末年始は夜間の外出や飲

酒の機会が多くなります。地域・家庭で協力して飲酒運転の根絶を推進

特に、反射材用品等の着用推進

③全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

若干名 

年４月２日以降に生まれた者（学歴は問いません）

○試験職種の幼稚園教諭及び保育士ともに、幼稚園教諭及

び保育士両方の免許を有する者、又は平成

 

教養試験（短大卒程度）…択一式による筆記試験

専門試験…専門知識及び能力について、択一式による筆

検査…公務員や事務職員としての適応性や性格な

どについて択一式による筆記試験

第１次試験合格者に対して、個別面接及び作文などによる

日（日） 

30 分 

30 分 

分～午後３時 30

毎週火・木曜日

平成 29

年度飯舘村職員募集のお知らせ
：幼稚園教諭、保育士）採用候補者

月下旬に村役場掲示場に合格者受験番号を掲示

年１月下旬開催予定

飯舘村役場 総務課

「幼稚園教諭（又は

円切手を貼った自分宛て

※郵送により申込用紙を提出する場合：封筒の表に「幼稚園教諭（又は

円切手を貼った自分宛ての封筒を同

交通事故防止県民総ぐるみ運動
日間、「年末年始の交通事

故防止県民総ぐるみ運動」が実施されます。年末年始は夜間の外出や飲

酒の機会が多くなります。地域・家庭で協力して飲酒運転の根絶を推進

特に、反射材用品等の着用推進

③全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

保育士

年４月２日以降に生まれた者（学歴は問いません）

○試験職種の幼稚園教諭及び保育士ともに、幼稚園教諭及

び保育士両方の免許を有する者、又は平成 30 年３月末まで

教養試験（短大卒程度）…択一式による筆記試験

専門試験…専門知識及び能力について、択一式による筆

検査…公務員や事務職員としての適応性や性格な

どについて択一式による筆記試験

第１次試験合格者に対して、個別面接及び作文などによる

30 分 

毎週火・木曜日 午前９時～正午（受付は午前８時

29 年 12 月

年度飯舘村職員募集のお知らせ
）採用候補者

月下旬に村役場掲示場に合格者受験番号を掲示

旬開催予定

総務課 

「幼稚園教諭（又は

円切手を貼った自分宛て

幼稚園教諭（又は

円切手を貼った自分宛ての封筒を同

交通事故防止県民総ぐるみ運動
日間、「年末年始の交通事

故防止県民総ぐるみ運動」が実施されます。年末年始は夜間の外出や飲

酒の機会が多くなります。地域・家庭で協力して飲酒運転の根絶を推進

特に、反射材用品等の着用推進

③全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

保育士 

年４月２日以降に生まれた者（学歴は問いません）

○試験職種の幼稚園教諭及び保育士ともに、幼稚園教諭及

年３月末まで

教養試験（短大卒程度）…択一式による筆記試験 

専門試験…専門知識及び能力について、択一式による筆

検査…公務員や事務職員としての適応性や性格な

どについて択一式による筆記試験    

第１次試験合格者に対して、個別面接及び作文などによる

午前９時～正午（受付は午前８時

月５日 

年度飯舘村職員募集のお知らせ 
）採用候補者

月下旬に村役場掲示場に合格者受験番号を掲示

旬開催予定） 

 

「幼稚園教諭（又は

円切手を貼った自分宛て

幼稚園教諭（又は

円切手を貼った自分宛ての封筒を同

交通事故防止県民総ぐるみ運動 
日間、「年末年始の交通事

故防止県民総ぐるみ運動」が実施されます。年末年始は夜間の外出や飲

酒の機会が多くなります。地域・家庭で協力して飲酒運転の根絶を推進

特に、反射材用品等の着用推進) 

③全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 

年４月２日以降に生まれた者（学歴は問いません） 

○試験職種の幼稚園教諭及び保育士ともに、幼稚園教諭及

年３月末まで

 

専門試験…専門知識及び能力について、択一式による筆

検査…公務員や事務職員としての適応性や性格な 

     

第１次試験合格者に対して、個別面接及び作文などによる

午前９時～正午（受付は午前８時

 

「水道使用継続意向調査」回答にご協力くださ
 村では、村の簡易水道を利用されている世帯、事業所等を対象に、今

後の使用継続について意向調査を行っております。

 対象の世帯、事業所には調査票を送付しておりますので、ご確認のう

え12

うお願いします。

 なお、この

料金納付の再開時に新たに口座引落を希望する場合、または震災前の引

落口座を変更する場合は、村内金融機関（ＪＡふくしま未来飯舘総合支店、あ

ぶくま信用金庫飯舘支店）、ゆうちょ銀行でお手続きをいただく必要がありま

すのでご注意ください。

問建設課建設管理係（本庁☎

ご自宅の水道管の凍結にご注意ください
冬期間は

結防止を

①水抜き栓を使用して、凍結の予防をしてください。

②冬期間使用しない場合は、水道管凍結による漏水防止のため

元栓止水

③村や業者に止水（乙止め操作）を依頼する場合は、住宅内の水抜き

漏水

④建物を解体し、屋外に給水栓（蛇口）が露出のままになっている場合

は、必ず元栓で止水し凍結破裂を防いでください。

問建設課建設管理係（

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が下記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 

○場 

問住民課住民係（本庁☎

乳がんは、女性がかかる１番多いがんです。早期発見・早期治療が大

切です。村では、下記のとおり乳がん検診を実施します。年に１回の検

診と、月に１回のセルフチェックを心がけましょう！

○実施期間：

○実施場所：福島市内の医療機関

名簿」をご覧ください。）

○持ち物：保険証、施設検診受診シール（５月にそれぞれ個人に送付し

ましたオレンジ色の用紙です。紛失された方は再発行が可能ですので、

下記まで連絡をお願いします。）

○その他：事前に必ず、受診を希望する医療機関に予約をしてください。

セルフチェックとは？

しこり、くぼみ、ひきつれがないか、左右での違いがないかなど

ょう。

問健康福祉課健康係（

村では、

送しました。

なお、対象者の方で通知が届いていない方は、生涯学習課までご連

絡をお願いします。

平成

○日

    

    

※10

よろしくお願いいたします。

問生涯学習課（交流センターふれ愛館☎

午前９時～正午（受付は午前８時

「水道使用継続意向調査」回答にご協力くださ
村では、村の簡易水道を利用されている世帯、事業所等を対象に、今

後の使用継続について意向調査を行っております。

対象の世帯、事業所には調査票を送付しておりますので、ご確認のう

12月20日までに調査票と同封の返信用封筒にて返送くださいますよ

うお願いします。

なお、この

料金納付の再開時に新たに口座引落を希望する場合、または震災前の引

落口座を変更する場合は、村内金融機関（ＪＡふくしま未来飯舘総合支店、あ

ぶくま信用金庫飯舘支店）、ゆうちょ銀行でお手続きをいただく必要がありま

すのでご注意ください。

建設課建設管理係（本庁☎

ご自宅の水道管の凍結にご注意ください
冬期間は、

結防止を行い、漏水

水抜き栓を使用して、凍結の予防をしてください。

②冬期間使用しない場合は、水道管凍結による漏水防止のため

元栓止水をお願いします。

や業者に止水（乙止め操作）を依頼する場合は、住宅内の水抜き

漏水の有無

建物を解体し、屋外に給水栓（蛇口）が露出のままになっている場合

は、必ず元栓で止水し凍結破裂を防いでください。

建設課建設管理係（

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が下記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…12

 所…村

住民課住民係（本庁☎

乳がん検診（福島市内）のお知らせ
乳がんは、女性がかかる１番多いがんです。早期発見・早期治療が大

切です。村では、下記のとおり乳がん検診を実施します。年に１回の検

診と、月に１回のセルフチェックを心がけましょう！

○実施期間：

○実施場所：福島市内の医療機関

名簿」をご覧ください。）

○持ち物：保険証、施設検診受診シール（５月にそれぞれ個人に送付し

ましたオレンジ色の用紙です。紛失された方は再発行が可能ですので、

下記まで連絡をお願いします。）

○その他：事前に必ず、受診を希望する医療機関に予約をしてください。

セルフチェックとは？

しこり、くぼみ、ひきつれがないか、左右での違いがないかなど

ょう。「おかしいな」と思ったら、すぐに医

健康福祉課健康係（

成人式の出欠報告
村では、先月に

送しました。

なお、対象者の方で通知が届いていない方は、生涯学習課までご連

絡をお願いします。

平成 30 年飯舘村成人式

○日 時…

     

     

10 月に発送しました「５年前の自分へひとこと」の提出も併せて

よろしくお願いいたします。

生涯学習課（交流センターふれ愛館☎

午前９時～正午（受付は午前８時

「水道使用継続意向調査」回答にご協力くださ
村では、村の簡易水道を利用されている世帯、事業所等を対象に、今

後の使用継続について意向調査を行っております。

対象の世帯、事業所には調査票を送付しておりますので、ご確認のう

日までに調査票と同封の返信用封筒にて返送くださいますよ

うお願いします。 

なお、この調査票では料金の引落口座の変更はできません。

料金納付の再開時に新たに口座引落を希望する場合、または震災前の引

落口座を変更する場合は、村内金融機関（ＪＡふくしま未来飯舘総合支店、あ

ぶくま信用金庫飯舘支店）、ゆうちょ銀行でお手続きをいただく必要がありま

すのでご注意ください。

建設課建設管理係（本庁☎

ご自宅の水道管の凍結にご注意ください
、水道管

行い、漏水

水抜き栓を使用して、凍結の予防をしてください。

②冬期間使用しない場合は、水道管凍結による漏水防止のため

をお願いします。

や業者に止水（乙止め操作）を依頼する場合は、住宅内の水抜き

の有無などの確認のため

建物を解体し、屋外に給水栓（蛇口）が露出のままになっている場合

は、必ず元栓で止水し凍結破裂を防いでください。

建設課建設管理係（

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が下記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。

12 月 15

…村交流センター

住民課住民係（本庁☎

乳がん検診（福島市内）のお知らせ
乳がんは、女性がかかる１番多いがんです。早期発見・早期治療が大

切です。村では、下記のとおり乳がん検診を実施します。年に１回の検

診と、月に１回のセルフチェックを心がけましょう！

○実施期間：平成 30

○実施場所：福島市内の医療機関

名簿」をご覧ください。）

○持ち物：保険証、施設検診受診シール（５月にそれぞれ個人に送付し

ましたオレンジ色の用紙です。紛失された方は再発行が可能ですので、

下記まで連絡をお願いします。）

○その他：事前に必ず、受診を希望する医療機関に予約をしてください。

セルフチェックとは？

しこり、くぼみ、ひきつれがないか、左右での違いがないかなど

「おかしいな」と思ったら、すぐに医

健康福祉課健康係（

成人式の出欠報告
先月に平成

送しました。まだ出欠はがきを出していない方は、大至急返送ください。

なお、対象者の方で通知が届いていない方は、生涯学習課までご連

絡をお願いします。

年飯舘村成人式

時…平成 30

 午後１時

 午後３時

月に発送しました「５年前の自分へひとこと」の提出も併せて

よろしくお願いいたします。

生涯学習課（交流センターふれ愛館☎

午前９時～正午（受付は午前８時 30 分～午前

「水道使用継続意向調査」回答にご協力くださ
村では、村の簡易水道を利用されている世帯、事業所等を対象に、今

後の使用継続について意向調査を行っております。

対象の世帯、事業所には調査票を送付しておりますので、ご確認のう

日までに調査票と同封の返信用封筒にて返送くださいますよ

 

調査票では料金の引落口座の変更はできません。

料金納付の再開時に新たに口座引落を希望する場合、または震災前の引

落口座を変更する場合は、村内金融機関（ＪＡふくしま未来飯舘総合支店、あ

ぶくま信用金庫飯舘支店）、ゆうちょ銀行でお手続きをいただく必要がありま

すのでご注意ください。 

建設課建設管理係（本庁☎

ご自宅の水道管の凍結にご注意ください
水道管の凍結

行い、漏水が起こらないようお気を付けください。

水抜き栓を使用して、凍結の予防をしてください。

②冬期間使用しない場合は、水道管凍結による漏水防止のため

をお願いします。

や業者に止水（乙止め操作）を依頼する場合は、住宅内の水抜き

の確認のため

建物を解体し、屋外に給水栓（蛇口）が露出のままになっている場合

は、必ず元栓で止水し凍結破裂を防いでください。

建設課建設管理係（本庁

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が下記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。

15 日(金

交流センター

住民課住民係（本庁☎0244

乳がん検診（福島市内）のお知らせ
乳がんは、女性がかかる１番多いがんです。早期発見・早期治療が大

切です。村では、下記のとおり乳がん検診を実施します。年に１回の検

診と、月に１回のセルフチェックを心がけましょう！

30 年１月４日（木）～２月

○実施場所：福島市内の医療機関

名簿」をご覧ください。） 

○持ち物：保険証、施設検診受診シール（５月にそれぞれ個人に送付し

ましたオレンジ色の用紙です。紛失された方は再発行が可能ですので、

下記まで連絡をお願いします。）

○その他：事前に必ず、受診を希望する医療機関に予約をしてください。

セルフチェックとは？ 月に１回、自分の乳房を触り、鏡で見てみましょう。

しこり、くぼみ、ひきつれがないか、左右での違いがないかなど

「おかしいな」と思ったら、すぐに医

健康福祉課健康係（いちばん館

成人式の出欠報告
平成 30 年村成人式対象者の方へ式典のご案内を発

まだ出欠はがきを出していない方は、大至急返送ください。

なお、対象者の方で通知が届いていない方は、生涯学習課までご連

絡をお願いします。 

年飯舘村成人式

30 年１月７日

午後１時 30 分～午後３時

午後３時 40 分～午後４時

月に発送しました「５年前の自分へひとこと」の提出も併せて

よろしくお願いいたします。

生涯学習課（交流センターふれ愛館☎

分～午前 11

「水道使用継続意向調査」回答にご協力くださ
村では、村の簡易水道を利用されている世帯、事業所等を対象に、今

後の使用継続について意向調査を行っております。

対象の世帯、事業所には調査票を送付しておりますので、ご確認のう

日までに調査票と同封の返信用封筒にて返送くださいますよ

調査票では料金の引落口座の変更はできません。

料金納付の再開時に新たに口座引落を希望する場合、または震災前の引

落口座を変更する場合は、村内金融機関（ＪＡふくしま未来飯舘総合支店、あ

ぶくま信用金庫飯舘支店）、ゆうちょ銀行でお手続きをいただく必要がありま

建設課建設管理係（本庁☎0244

ご自宅の水道管の凍結にご注意ください
凍結による破裂・漏水が

が起こらないようお気を付けください。

水抜き栓を使用して、凍結の予防をしてください。

②冬期間使用しない場合は、水道管凍結による漏水防止のため

をお願いします。 

や業者に止水（乙止め操作）を依頼する場合は、住宅内の水抜き

の確認のため必ず立会いをお願いします

建物を解体し、屋外に給水栓（蛇口）が露出のままになっている場合

は、必ず元栓で止水し凍結破裂を防いでください。

本庁☎0244

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が下記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。

金) 午前

交流センター「ふれ愛館

0244-42-

乳がん検診（福島市内）のお知らせ
乳がんは、女性がかかる１番多いがんです。早期発見・早期治療が大

切です。村では、下記のとおり乳がん検診を実施します。年に１回の検

診と、月に１回のセルフチェックを心がけましょう！

年１月４日（木）～２月

○実施場所：福島市内の医療機関

 

○持ち物：保険証、施設検診受診シール（５月にそれぞれ個人に送付し

ましたオレンジ色の用紙です。紛失された方は再発行が可能ですので、

下記まで連絡をお願いします。） 

○その他：事前に必ず、受診を希望する医療機関に予約をしてください。

月に１回、自分の乳房を触り、鏡で見てみましょう。

しこり、くぼみ、ひきつれがないか、左右での違いがないかなど

「おかしいな」と思ったら、すぐに医

いちばん館

成人式の出欠報告
年村成人式対象者の方へ式典のご案内を発

まだ出欠はがきを出していない方は、大至急返送ください。

なお、対象者の方で通知が届いていない方は、生涯学習課までご連

年飯舘村成人式 

年１月７日(日

分～午後３時

分～午後４時

月に発送しました「５年前の自分へひとこと」の提出も併せて

よろしくお願いいたします。 

生涯学習課（交流センターふれ愛館☎

11 時 30

 

 

 

 

 

 

「水道使用継続意向調査」回答にご協力くださ
村では、村の簡易水道を利用されている世帯、事業所等を対象に、今

後の使用継続について意向調査を行っております。

対象の世帯、事業所には調査票を送付しておりますので、ご確認のう

日までに調査票と同封の返信用封筒にて返送くださいますよ

調査票では料金の引落口座の変更はできません。

料金納付の再開時に新たに口座引落を希望する場合、または震災前の引

落口座を変更する場合は、村内金融機関（ＪＡふくしま未来飯舘総合支店、あ

ぶくま信用金庫飯舘支店）、ゆうちょ銀行でお手続きをいただく必要がありま

0244-42-1624

ご自宅の水道管の凍結にご注意ください
による破裂・漏水が

が起こらないようお気を付けください。

水抜き栓を使用して、凍結の予防をしてください。

②冬期間使用しない場合は、水道管凍結による漏水防止のため

や業者に止水（乙止め操作）を依頼する場合は、住宅内の水抜き

必ず立会いをお願いします

建物を解体し、屋外に給水栓（蛇口）が露出のままになっている場合

は、必ず元栓で止水し凍結破裂を防いでください。

0244-42-1624

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が下記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

ふれ愛館」

-1619）

乳がん検診（福島市内）のお知らせ
乳がんは、女性がかかる１番多いがんです。早期発見・早期治療が大

切です。村では、下記のとおり乳がん検診を実施します。年に１回の検

診と、月に１回のセルフチェックを心がけましょう！

年１月４日（木）～２月

○実施場所：福島市内の医療機関（５月に郵送した「健診実施医療機関

○持ち物：保険証、施設検診受診シール（５月にそれぞれ個人に送付し

ましたオレンジ色の用紙です。紛失された方は再発行が可能ですので、

 

○その他：事前に必ず、受診を希望する医療機関に予約をしてください。

月に１回、自分の乳房を触り、鏡で見てみましょう。

しこり、くぼみ、ひきつれがないか、左右での違いがないかなど

「おかしいな」と思ったら、すぐに医療機関へ！

いちばん館☎0244

 

成人式の出欠報告おねがいします！
年村成人式対象者の方へ式典のご案内を発

まだ出欠はがきを出していない方は、大至急返送ください。

なお、対象者の方で通知が届いていない方は、生涯学習課までご連

日)  

分～午後３時 30

分～午後４時 40

月に発送しました「５年前の自分へひとこと」の提出も併せて

生涯学習課（交流センターふれ愛館☎

30 分）☎

「水道使用継続意向調査」回答にご協力くださ
村では、村の簡易水道を利用されている世帯、事業所等を対象に、今

後の使用継続について意向調査を行っております。

対象の世帯、事業所には調査票を送付しておりますので、ご確認のう

日までに調査票と同封の返信用封筒にて返送くださいますよ

調査票では料金の引落口座の変更はできません。

料金納付の再開時に新たに口座引落を希望する場合、または震災前の引

落口座を変更する場合は、村内金融機関（ＪＡふくしま未来飯舘総合支店、あ

ぶくま信用金庫飯舘支店）、ゆうちょ銀行でお手続きをいただく必要がありま

1624） 

ご自宅の水道管の凍結にご注意ください
による破裂・漏水が多発します

が起こらないようお気を付けください。

水抜き栓を使用して、凍結の予防をしてください。

②冬期間使用しない場合は、水道管凍結による漏水防止のため

や業者に止水（乙止め操作）を依頼する場合は、住宅内の水抜き

必ず立会いをお願いします

建物を解体し、屋外に給水栓（蛇口）が露出のままになっている場合

は、必ず元栓で止水し凍結破裂を防いでください。

1624） 

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が下記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

」視聴覚室

） 

乳がん検診（福島市内）のお知らせ
乳がんは、女性がかかる１番多いがんです。早期発見・早期治療が大

切です。村では、下記のとおり乳がん検診を実施します。年に１回の検

診と、月に１回のセルフチェックを心がけましょう！

年１月４日（木）～２月 28 日（水）

（５月に郵送した「健診実施医療機関

○持ち物：保険証、施設検診受診シール（５月にそれぞれ個人に送付し

ましたオレンジ色の用紙です。紛失された方は再発行が可能ですので、

○その他：事前に必ず、受診を希望する医療機関に予約をしてください。

月に１回、自分の乳房を触り、鏡で見てみましょう。

しこり、くぼみ、ひきつれがないか、左右での違いがないかなど

療機関へ！

0244-42-1637

おねがいします！
年村成人式対象者の方へ式典のご案内を発

まだ出欠はがきを出していない方は、大至急返送ください。

なお、対象者の方で通知が届いていない方は、生涯学習課までご連

30 分 成人式

40 分 パーティー

月に発送しました「５年前の自分へひとこと」の提出も併せて

生涯学習課（交流センターふれ愛館☎0244-42

分）☎0244-68

「水道使用継続意向調査」回答にご協力くださ
村では、村の簡易水道を利用されている世帯、事業所等を対象に、今

後の使用継続について意向調査を行っております。 

対象の世帯、事業所には調査票を送付しておりますので、ご確認のう

日までに調査票と同封の返信用封筒にて返送くださいますよ

調査票では料金の引落口座の変更はできません。

料金納付の再開時に新たに口座引落を希望する場合、または震災前の引

落口座を変更する場合は、村内金融機関（ＪＡふくしま未来飯舘総合支店、あ

ぶくま信用金庫飯舘支店）、ゆうちょ銀行でお手続きをいただく必要がありま

ご自宅の水道管の凍結にご注意ください
多発します

が起こらないようお気を付けください。

水抜き栓を使用して、凍結の予防をしてください。 

②冬期間使用しない場合は、水道管凍結による漏水防止のため

や業者に止水（乙止め操作）を依頼する場合は、住宅内の水抜き

必ず立会いをお願いします

建物を解体し、屋外に給水栓（蛇口）が露出のままになっている場合

は、必ず元栓で止水し凍結破裂を防いでください。 

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が下記により特設の人権相談を行います。相談は無料で

 

時～午後３時 

視聴覚室 

乳がん検診（福島市内）のお知らせ
乳がんは、女性がかかる１番多いがんです。早期発見・早期治療が大

切です。村では、下記のとおり乳がん検診を実施します。年に１回の検

診と、月に１回のセルフチェックを心がけましょう！ 

日（水） 

（５月に郵送した「健診実施医療機関

○持ち物：保険証、施設検診受診シール（５月にそれぞれ個人に送付し

ましたオレンジ色の用紙です。紛失された方は再発行が可能ですので、

○その他：事前に必ず、受診を希望する医療機関に予約をしてください。

月に１回、自分の乳房を触り、鏡で見てみましょう。

しこり、くぼみ、ひきつれがないか、左右での違いがないかなど

療機関へ！ 

1637） 

おねがいします！
年村成人式対象者の方へ式典のご案内を発

まだ出欠はがきを出していない方は、大至急返送ください。

なお、対象者の方で通知が届いていない方は、生涯学習課までご連

成人式 

パーティー

月に発送しました「５年前の自分へひとこと」の提出も併せて

42-0072

68-2277 

「水道使用継続意向調査」回答にご協力くださ
村では、村の簡易水道を利用されている世帯、事業所等を対象に、今

対象の世帯、事業所には調査票を送付しておりますので、ご確認のう

日までに調査票と同封の返信用封筒にて返送くださいますよ

調査票では料金の引落口座の変更はできません。 

料金納付の再開時に新たに口座引落を希望する場合、または震災前の引

落口座を変更する場合は、村内金融機関（ＪＡふくしま未来飯舘総合支店、あ

ぶくま信用金庫飯舘支店）、ゆうちょ銀行でお手続きをいただく必要がありま

ご自宅の水道管の凍結にご注意ください
多発します。水道管の凍

が起こらないようお気を付けください。 

 

②冬期間使用しない場合は、水道管凍結による漏水防止のため

や業者に止水（乙止め操作）を依頼する場合は、住宅内の水抜き

必ず立会いをお願いします。 

建物を解体し、屋外に給水栓（蛇口）が露出のままになっている場合

 

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が下記により特設の人権相談を行います。相談は無料で

乳がん検診（福島市内）のお知らせ
乳がんは、女性がかかる１番多いがんです。早期発見・早期治療が大

切です。村では、下記のとおり乳がん検診を実施します。年に１回の検

 

 

（５月に郵送した「健診実施医療機関

○持ち物：保険証、施設検診受診シール（５月にそれぞれ個人に送付し

ましたオレンジ色の用紙です。紛失された方は再発行が可能ですので、

○その他：事前に必ず、受診を希望する医療機関に予約をしてください。

月に１回、自分の乳房を触り、鏡で見てみましょう。

しこり、くぼみ、ひきつれがないか、左右での違いがないかなど確認してみまし

おねがいします！
年村成人式対象者の方へ式典のご案内を発

まだ出欠はがきを出していない方は、大至急返送ください。

なお、対象者の方で通知が届いていない方は、生涯学習課までご連

 

パーティー 

月に発送しました「５年前の自分へひとこと」の提出も併せて

0072） 

 

「水道使用継続意向調査」回答にご協力ください
村では、村の簡易水道を利用されている世帯、事業所等を対象に、今

対象の世帯、事業所には調査票を送付しておりますので、ご確認のう

日までに調査票と同封の返信用封筒にて返送くださいますよ

料金納付の再開時に新たに口座引落を希望する場合、または震災前の引

落口座を変更する場合は、村内金融機関（ＪＡふくしま未来飯舘総合支店、あ

ぶくま信用金庫飯舘支店）、ゆうちょ銀行でお手続きをいただく必要がありま

ご自宅の水道管の凍結にご注意ください
水道管の凍

 

②冬期間使用しない場合は、水道管凍結による漏水防止のため水道の

や業者に止水（乙止め操作）を依頼する場合は、住宅内の水抜き

 

建物を解体し、屋外に給水栓（蛇口）が露出のままになっている場合

人権擁護委員による特設人権相談について
人権擁護委員が下記により特設の人権相談を行います。相談は無料で

乳がん検診（福島市内）のお知らせ  

乳がんは、女性がかかる１番多いがんです。早期発見・早期治療が大

切です。村では、下記のとおり乳がん検診を実施します。年に１回の検

（５月に郵送した「健診実施医療機関

○持ち物：保険証、施設検診受診シール（５月にそれぞれ個人に送付し

ましたオレンジ色の用紙です。紛失された方は再発行が可能ですので、

○その他：事前に必ず、受診を希望する医療機関に予約をしてください。

月に１回、自分の乳房を触り、鏡で見てみましょう。

確認してみまし

おねがいします！ 
年村成人式対象者の方へ式典のご案内を発

まだ出欠はがきを出していない方は、大至急返送ください。 

なお、対象者の方で通知が届いていない方は、生涯学習課までご連

月に発送しました「５年前の自分へひとこと」の提出も併せて

い 
村では、村の簡易水道を利用されている世帯、事業所等を対象に、今

対象の世帯、事業所には調査票を送付しておりますので、ご確認のう

日までに調査票と同封の返信用封筒にて返送くださいますよ

料金納付の再開時に新たに口座引落を希望する場合、または震災前の引

落口座を変更する場合は、村内金融機関（ＪＡふくしま未来飯舘総合支店、あ

ぶくま信用金庫飯舘支店）、ゆうちょ銀行でお手続きをいただく必要がありま

ご自宅の水道管の凍結にご注意ください 
水道管の凍

水道の 

や業者に止水（乙止め操作）を依頼する場合は、住宅内の水抜き・

建物を解体し、屋外に給水栓（蛇口）が露出のままになっている場合

人権擁護委員による特設人権相談について 

人権擁護委員が下記により特設の人権相談を行います。相談は無料で

乳がんは、女性がかかる１番多いがんです。早期発見・早期治療が大

切です。村では、下記のとおり乳がん検診を実施します。年に１回の検

（５月に郵送した「健診実施医療機関

○持ち物：保険証、施設検診受診シール（５月にそれぞれ個人に送付し

ましたオレンジ色の用紙です。紛失された方は再発行が可能ですので、

○その他：事前に必ず、受診を希望する医療機関に予約をしてください。 

月に１回、自分の乳房を触り、鏡で見てみましょう。 

確認してみまし

 

 

なお、対象者の方で通知が届いていない方は、生涯学習課までご連



○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

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】

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/

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

/時です。

cm の高さで測定）

11 月

１ｍ

0.35

0.09

0.41

0.23

0.42

 0.46

0.22

0.36

0.18

0.41

0.22

0.34

0.44

0.27

2.60

0.54

0.22

0.52

0.42

0.30

cm の高さで測定）

11

１ｍ

0.29

0.28

 0.16

0.27

0.37

0.17

0.13

0.34

0.25

0.25

0.32

0.23

0.31

0.26

2.35

0.35

0.18

0.25

0.24

0.13

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

の高さで測定）

月 15 日（晴）

１ｍ １

0.35 0.37

0.09 0.10

0.41 0.39

0.23 0.22

0.42 0.37

0.46 0.39

0.22 0.20

0.36 0.32

0.18 0.17

0.41 0.46

0.22 0.19

0.34 0.27

0.44 0.41

0.27 0.25

2.60 3.37

0.54 0.46

0.22 0.19

0.52 0.62

0.42 0.40

0.30 0.27

の高さで測定）

11 月 15

ｍ １

0.29 0.27

0.28 0.33

0.16 0.17

0.27 0.27

0.37 0.28

0.17 0.18

0.13 0.13

0.34 0.31

0.25 0.23

0.25 0.27

0.32 0.28

0.23 0.22

0.31 0.31

0.26 0.24

2.35 2.77

0.35 0.37

0.18 0.16

0.25 0.25

0.24 0.21

0.13 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

※は除染未実施分です

の高さで測定） 

日（晴） 11

１cｍ 

0.37 

0.10 

0.39 

0.22 

0.37 

0.39 

0.20 

0.32 

0.17 

0.46 

0.19 

0.27 

0.41 

0.25 

3.37 

0.46 

0.19 

0.62 

0.40 

0.27 

の高さで測定） 

15 日 

１cm １ｍ

0.27 0.34

0.33 0.08

0.17 0.35

0.27 0.26

0.28 0.38

0.18 0.41

0.13 0.11

0.31 0.37

0.23 0.17

0.27 0.39

0.28 0.21

0.22 0.36

0.31 0.34

0.24 0.26

2.77 2.26

0.37 0.53

0.16 0.18

0.25 0.47

0.21 0.38

0.12 0.20

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

未実施分です

11月２日（曇）

１ｍ 

0.34 

0.08 

0.35 

0.26 

0.38 

0.41 

0.11 

0.37 

0.17 

0.39 

0.21 

0.36 

0.34 

0.26 

2.26 

0.53 

0.18 

0.47 

0.38 

0.20 

11 月２日

１ｍ 

0.34 

0.08 

0.35 

0.26 

0.38 

0.41 

0.11 

0.37 

0.17 

0.39 

0.21 

0.36 

0.34 

0.26 

2.26 

0.53 

0.18 

0.47 

0.38 

0.20 

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

未実施分です。 

日（曇） 

１cｍ 

0.42 

0.09 

0.32 

0.23 

0.38 

0.44 

0.12 

0.30 

0.17 

0.43 

0.18 

0.27 

0.32 

0.25 

3.50 

0.42 

0.17 

0.46 

0.37 

0.23 

月２日 

１cm 

0.42 

0.09 

0.32 

0.23 

0.38 

0.44 

0.12 

0.30 

0.17 

0.43 

0.18 

0.27 

0.32 

0.25 

3.50 

0.42 

0.17 

0.46 

0.37 

0.23 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 齢 

歳以上 

歳以上 

 

 

母 子 手 帳 の 交 付 の お 知 ら
母子手帳交付時に保健師より妊婦健診の受け方などの説明をします。

交付を希望される方は事前に必ず健康福祉課までお電話ください。

問健康福祉課健康係（

 交流センターでは、かわいい“お地蔵様”を作る「裁縫教室」を開催

します。

○日 

○場 

○参加費…

○定 

○準備物…

参加される方は、

問生涯学習課

 毎年冬になると、各家庭等で暖房器具を使用するため、灯油等を取扱

う機会が多くなります。万が一、河川等へ油が流出した場合は、火災の

危険はもちろんのこと、下流の水道や農業用水など

すだけでなく、周辺住民の方々にも臭気等で迷惑をかけることになりま

す。日頃から、油の流出事故を防ぐ

 また、ガソリン、混合油、灯油等の廃油は購入店、最寄りの販売店、

または専門業者に処理を依頼しましょう。

問住民課住民係（

 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。該当される方は下記の手続きをお願いします。

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

○ルールを守って飼いましょう

  ・狂犬病予防注射は忘れずに

・犬は

ついた時は飼い主の責任となります。

   ・えさ・

問住民課住民係（

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

1２月

（水

１２月

（水）

問福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

村民同士の親睦と情報交換、健康づくりを目的に毎月１回開催してい

ます。お気軽に

12

午前

申込

母 子 手 帳 の 交 付 の お 知 ら
母子手帳交付時に保健師より妊婦健診の受け方などの説明をします。

交付を希望される方は事前に必ず健康福祉課までお電話ください。

健康福祉課健康係（

交流センターでは、かわいい“お地蔵様”を作る「裁縫教室」を開催

します。すぐに作り始められる

 時…１月

 所…村

○参加費…1,000

 員…10

○準備物…裁縫道具、ハサミ、ピンセット

参加される方は、

生涯学習課

毎年冬になると、各家庭等で暖房器具を使用するため、灯油等を取扱

う機会が多くなります。万が一、河川等へ油が流出した場合は、火災の

危険はもちろんのこと、下流の水道や農業用水など

すだけでなく、周辺住民の方々にも臭気等で迷惑をかけることになりま

す。日頃から、油の流出事故を防ぐ

また、ガソリン、混合油、灯油等の廃油は購入店、最寄りの販売店、

または専門業者に処理を依頼しましょう。

住民課住民係（

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。該当される方は下記の手続きをお願いします。

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 

○ルールを守って飼いましょう

狂犬病予防注射は忘れずに

・犬は放し飼いにせず、鎖など

ついた時は飼い主の責任となります。

えさ・水やりは定期的に行い、犬小屋の周りは清潔を保ちましょう。

住民課住民係（

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

日 時 

２月 13 日

（水） 

１２月27日

（水） 

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

愉快なしあわせカフェ永井川のお知らせ
村民同士の親睦と情報交換、健康づくりを目的に毎月１回開催してい

ます。お気軽に

日 

12 月 12

午前９時 30

込・問愉快なしあわせカフェ永井川

母 子 手 帳 の 交 付 の お 知 ら
母子手帳交付時に保健師より妊婦健診の受け方などの説明をします。

交付を希望される方は事前に必ず健康福祉課までお電話ください。

健康福祉課健康係（

「裁縫教室」参加者募集
交流センターでは、かわいい“お地蔵様”を作る「裁縫教室」を開催

すぐに作り始められる

１月 17

所…村交流センター

1,000 円（材料費）

10 名程度

裁縫道具、ハサミ、ピンセット

参加される方は、1 月

生涯学習課(交流センターふれ愛館☎

油流出事故を防ぎましょう！
毎年冬になると、各家庭等で暖房器具を使用するため、灯油等を取扱

う機会が多くなります。万が一、河川等へ油が流出した場合は、火災の

危険はもちろんのこと、下流の水道や農業用水など

すだけでなく、周辺住民の方々にも臭気等で迷惑をかけることになりま

す。日頃から、油の流出事故を防ぐ

また、ガソリン、混合油、灯油等の廃油は購入店、最寄りの販売店、

または専門業者に処理を依頼しましょう。

住民課住民係（本庁

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。該当される方は下記の手続きをお願いします。

届出の理由 届出書類

犬が死亡した

犬の所有者が 

変わったとき 

転出による住 登録事項

○ルールを守って飼いましょう

狂犬病予防注射は忘れずに

放し飼いにせず、鎖など

ついた時は飼い主の責任となります。

水やりは定期的に行い、犬小屋の周りは清潔を保ちましょう。

住民課住民係（本庁

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、

日

午前９時

午前
日 

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

愉快なしあわせカフェ永井川のお知らせ
村民同士の親睦と情報交換、健康づくりを目的に毎月１回開催してい

ます。お気軽にご参加

 時 

12 日（火

30 分～正午

愉快なしあわせカフェ永井川

母 子 手 帳 の 交 付 の お 知 ら
母子手帳交付時に保健師より妊婦健診の受け方などの説明をします。

交付を希望される方は事前に必ず健康福祉課までお電話ください。

健康福祉課健康係（いちばん館内

「裁縫教室」参加者募集
交流センターでは、かわいい“お地蔵様”を作る「裁縫教室」を開催

すぐに作り始められる

17 日(水)

交流センター

円（材料費）

名程度 

裁縫道具、ハサミ、ピンセット

月 10 日

交流センターふれ愛館☎

油流出事故を防ぎましょう！
毎年冬になると、各家庭等で暖房器具を使用するため、灯油等を取扱

う機会が多くなります。万が一、河川等へ油が流出した場合は、火災の

危険はもちろんのこと、下流の水道や農業用水など

すだけでなく、周辺住民の方々にも臭気等で迷惑をかけることになりま

す。日頃から、油の流出事故を防ぐ

また、ガソリン、混合油、灯油等の廃油は購入店、最寄りの販売店、

または専門業者に処理を依頼しましょう。

本庁☎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。該当される方は下記の手続きをお願いします。

届出書類

死亡届

変更届

登録事項

変更届

○ルールを守って飼いましょう

狂犬病予防注射は忘れずに

放し飼いにせず、鎖など

ついた時は飼い主の責任となります。

水やりは定期的に行い、犬小屋の周りは清潔を保ちましょう。

本庁☎0244

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

、ご参加ください。

時 間 

午前９時 30

～ 

午前11時30

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

愉快なしあわせカフェ永井川のお知らせ
村民同士の親睦と情報交換、健康づくりを目的に毎月１回開催してい

ご参加ください

日（火） 

～正午 

永井川集会所

福島市永井川字古内

愉快なしあわせカフェ永井川

母 子 手 帳 の 交 付 の お 知 ら
母子手帳交付時に保健師より妊婦健診の受け方などの説明をします。

交付を希望される方は事前に必ず健康福祉課までお電話ください。

いちばん館内

「裁縫教室」参加者募集
交流センターでは、かわいい“お地蔵様”を作る「裁縫教室」を開催

すぐに作り始められる裁断済みの作成キットを使って作ります。

) 午後 1

交流センター「ふれ愛館

円（材料費） 

裁縫道具、ハサミ、ピンセット

日(水)まで

交流センターふれ愛館☎

油流出事故を防ぎましょう！
毎年冬になると、各家庭等で暖房器具を使用するため、灯油等を取扱

う機会が多くなります。万が一、河川等へ油が流出した場合は、火災の

危険はもちろんのこと、下流の水道や農業用水など

すだけでなく、周辺住民の方々にも臭気等で迷惑をかけることになりま

す。日頃から、油の流出事故を防ぐ

また、ガソリン、混合油、灯油等の廃油は購入店、最寄りの販売店、

または専門業者に処理を依頼しましょう。

0244-42-

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。該当される方は下記の手続きをお願いします。

届出書類 

死亡届 住民課窓口

変更届 住民課窓口

登録事項 

変更届 

転入先の市町村

○ルールを守って飼いましょう。

狂犬病予防注射は忘れずに受けさせましょう。

放し飼いにせず、鎖などできちんと繋いで

ついた時は飼い主の責任となります。

水やりは定期的に行い、犬小屋の周りは清潔を保ちましょう。

0244-42-

ホッとサロン「て と

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。

 

30 分 

30分 

福島市音楽堂小ホール

福島市入江町

福島市保健福祉センター

５階大会議室

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☎

愉快なしあわせカフェ永井川のお知らせ
村民同士の親睦と情報交換、健康づくりを目的に毎月１回開催してい

ください。

永井川集会所

福島市永井川字古内

愉快なしあわせカフェ永井川

母 子 手 帳 の 交 付 の お 知 ら
母子手帳交付時に保健師より妊婦健診の受け方などの説明をします。

交付を希望される方は事前に必ず健康福祉課までお電話ください。

いちばん館内☎0244

「裁縫教室」参加者募集
交流センターでは、かわいい“お地蔵様”を作る「裁縫教室」を開催

裁断済みの作成キットを使って作ります。

1時 30 分～

ふれ愛館」小研修室

裁縫道具、ハサミ、ピンセット

まで生涯学習課へお申し込みください。

交流センターふれ愛館☎0244

油流出事故を防ぎましょう！
毎年冬になると、各家庭等で暖房器具を使用するため、灯油等を取扱

う機会が多くなります。万が一、河川等へ油が流出した場合は、火災の

危険はもちろんのこと、下流の水道や農業用水など

すだけでなく、周辺住民の方々にも臭気等で迷惑をかけることになりま

す。日頃から、油の流出事故を防ぐよう心がけましょう。

また、ガソリン、混合油、灯油等の廃油は購入店、最寄りの販売店、

または専門業者に処理を依頼しましょう。

-1618）

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。該当される方は下記の手続きをお願いします。

届出先

住民課窓口

住民課窓口

転入先の市町村

窓口 

。 

受けさせましょう。

できちんと繋いで

ついた時は飼い主の責任となります。 

水やりは定期的に行い、犬小屋の周りは清潔を保ちましょう。

-1618）

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。 

福島市音楽堂小ホール

福島市入江町

福島市保健福祉センター

５階大会議室

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☎

愉快なしあわせカフェ永井川のお知らせ
村民同士の親睦と情報交換、健康づくりを目的に毎月１回開催してい

。  

集 合 

永井川集会所 

福島市永井川字古内

愉快なしあわせカフェ永井川 佐藤俊雄

母 子 手 帳 の 交 付 の お 知 ら
母子手帳交付時に保健師より妊婦健診の受け方などの説明をします。

交付を希望される方は事前に必ず健康福祉課までお電話ください。

0244-42-

「裁縫教室」参加者募集
交流センターでは、かわいい“お地蔵様”を作る「裁縫教室」を開催

裁断済みの作成キットを使って作ります。

分～午後５

」小研修室

裁縫道具、ハサミ、ピンセット 

生涯学習課へお申し込みください。

0244-42

油流出事故を防ぎましょう！
毎年冬になると、各家庭等で暖房器具を使用するため、灯油等を取扱

う機会が多くなります。万が一、河川等へ油が流出した場合は、火災の

危険はもちろんのこと、下流の水道や農業用水など

すだけでなく、周辺住民の方々にも臭気等で迷惑をかけることになりま

よう心がけましょう。

また、ガソリン、混合油、灯油等の廃油は購入店、最寄りの販売店、

または専門業者に処理を依頼しましょう。 

） 

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。該当される方は下記の手続きをお願いします。

届出先 

住民課窓口 

住民課窓口 

転入先の市町村 

 

受けさせましょう。

できちんと繋いで

水やりは定期的に行い、犬小屋の周りは清潔を保ちましょう。

） 

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

福島市音楽堂小ホール

福島市入江町 1-

福島市保健福祉センター

５階大会議室 

福島市森合町 10

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

愉快なしあわせカフェ永井川のお知らせ
村民同士の親睦と情報交換、健康づくりを目的に毎月１回開催してい

 場 所 

福島市永井川字古内９

佐藤俊雄

母 子 手 帳 の 交 付 の お 知 ら
母子手帳交付時に保健師より妊婦健診の受け方などの説明をします。

交付を希望される方は事前に必ず健康福祉課までお電話ください。

-1638） 

「裁縫教室」参加者募集 
交流センターでは、かわいい“お地蔵様”を作る「裁縫教室」を開催

裁断済みの作成キットを使って作ります。

午後５時 

」小研修室 

生涯学習課へお申し込みください。

42-0072）

油流出事故を防ぎましょう！
毎年冬になると、各家庭等で暖房器具を使用するため、灯油等を取扱

う機会が多くなります。万が一、河川等へ油が流出した場合は、火災の

危険はもちろんのこと、下流の水道や農業用水などに重大な影響を及ぼ

すだけでなく、周辺住民の方々にも臭気等で迷惑をかけることになりま

よう心がけましょう。

また、ガソリン、混合油、灯油等の廃油は購入店、最寄りの販売店、

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。該当される方は下記の手続きをお願いします。

必要なもの

特になし。電話での届

出も可

新・旧所有者の住所・

氏名 

旧所有者の住所・氏

名・鑑札

受けさせましょう。 

できちんと繋いで飼育しましょう。噛み

水やりは定期的に行い、犬小屋の周りは清潔を保ちましょう。

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 

福島市音楽堂小ホール 

-1 

福島市保健福祉センター

10-1 

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎024

愉快なしあわせカフェ永井川のお知らせ
村民同士の親睦と情報交換、健康づくりを目的に毎月１回開催してい

 

９-２ 

佐藤俊雄（☎090

母 子 手 帳 の 交 付 の お 知 ら
母子手帳交付時に保健師より妊婦健診の受け方などの説明をします。

交付を希望される方は事前に必ず健康福祉課までお電話ください。

 

 !  

交流センターでは、かわいい“お地蔵様”を作る「裁縫教室」を開催

裁断済みの作成キットを使って作ります。

  (受付午後１時

生涯学習課へお申し込みください。

） 

油流出事故を防ぎましょう！  

毎年冬になると、各家庭等で暖房器具を使用するため、灯油等を取扱

う機会が多くなります。万が一、河川等へ油が流出した場合は、火災の

に重大な影響を及ぼ

すだけでなく、周辺住民の方々にも臭気等で迷惑をかけることになりま

よう心がけましょう。 

また、ガソリン、混合油、灯油等の廃油は購入店、最寄りの販売店、

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。該当される方は下記の手続きをお願いします。 

必要なもの

特になし。電話での届

出も可 

新・旧所有者の住所・

旧所有者の住所・氏

名・鑑札 

しましょう。噛み

水やりは定期的に行い、犬小屋の周りは清潔を保ちましょう。

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

 
コンサート

福島市保健福祉センター 
門松作り

ハサミ持参

024-533-88

愉快なしあわせカフェ永井川のお知らせ
村民同士の親睦と情報交換、健康づくりを目的に毎月１回開催してい

もちつき会

090-4885

母 子 手 帳 の 交 付 の お 知 ら せ
母子手帳交付時に保健師より妊婦健診の受け方などの説明をします。

交付を希望される方は事前に必ず健康福祉課までお電話ください。 

交流センターでは、かわいい“お地蔵様”を作る「裁縫教室」を開催

裁断済みの作成キットを使って作ります。

午後１時

生涯学習課へお申し込みください。

毎年冬になると、各家庭等で暖房器具を使用するため、灯油等を取扱

う機会が多くなります。万が一、河川等へ油が流出した場合は、火災の

に重大な影響を及ぼ

すだけでなく、周辺住民の方々にも臭気等で迷惑をかけることになりま

また、ガソリン、混合油、灯油等の廃油は購入店、最寄りの販売店、

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

必要なもの 

特になし。電話での届

新・旧所有者の住所・

旧所有者の住所・氏

しましょう。噛み

水やりは定期的に行い、犬小屋の周りは清潔を保ちましょう。

て」の開 催 について
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 容 

コンサート

門松作り 

ハサミ持参

8881） 

愉快なしあわせカフェ永井川のお知らせ 

村民同士の親睦と情報交換、健康づくりを目的に毎月１回開催してい

内 容 

もちつき会

4885-9266）

せ  

母子手帳交付時に保健師より妊婦健診の受け方などの説明をします。 

 

交流センターでは、かわいい“お地蔵様”を作る「裁縫教室」を開催

裁断済みの作成キットを使って作ります。 

午後１時)  

生涯学習課へお申し込みください。 

毎年冬になると、各家庭等で暖房器具を使用するため、灯油等を取扱

う機会が多くなります。万が一、河川等へ油が流出した場合は、火災の

に重大な影響を及ぼ

すだけでなく、周辺住民の方々にも臭気等で迷惑をかけることになりま

また、ガソリン、混合油、灯油等の廃油は購入店、最寄りの販売店、

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

特になし。電話での届

新・旧所有者の住所・

旧所有者の住所・氏

しましょう。噛み

水やりは定期的に行い、犬小屋の周りは清潔を保ちましょう。 

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

 

コンサート 

 

ハサミ持参 

 

村民同士の親睦と情報交換、健康づくりを目的に毎月１回開催してい

 

もちつき会 

） 


