
 

 

 

第

付します。

す。世帯分離等で新たな申請が必要な場合や振込口座の変更等がある場合

は、必要事項を記入のうえ、期日までに申請書その他関係書類を提出して

ください。

○対

○

○

○

      

問

のモニタリング検査を受けることが義務付けられています。

※乾燥させた豆類は雑穀となり穀類扱いとなります。詳細については村農

政第二係までお問合せください。

問

ています（平成

準備が

てくだ

○

○

○

・作付け予定の水田を対象に、

降雪・降雨・凍土期間を除く当年

（作業内容・時期は、作付け希望者と調整の上、決定します。）

・

問

○

９月

○

問

への出展

出展

○開

○申込期限

※冷蔵商品が含まれる場合は、ご相談ください。

問

第 7 回東日本大震災義援金（国・県）を給付しま
国・県義援金が村に追加配分されたことから、村では第７回義援金を給

付します。

給付通知書を、

す。世帯分離等で新たな申請が必要な場合や振込口座の変更等がある場合

は、必要事項を記入のうえ、期日までに申請書その他関係書類を提出して

ください。

○対 象 

○義援金給付

○給付方法

○給付予定

      

問住民課生活支援係（松川事務所☎

穀類は毎年度モニタリング検査が必要です。
収穫した穀類（麦、豆、そば類等）については、毎年度生産者ごとに県

のモニタリング検査を受けることが義務付けられています。

穀類（麦、豆、そば類等）を生産する際は、毎年必ず村に届け出てください。

※乾燥させた豆類は雑穀となり穀類扱いとなります。詳細については村農

政第二係までお問合せください。

問復興対策課農政第二係

来年度水稲作付け希望者は届け出てくださ
村内の水稲（主食用米、飼料用米、ＷＣＳ等）作付面積は、年々増加し

ています（平成

準備が必要です。水稲の作付けを計画されている方は、下記により届け出

てください。

○対象者

○届出先

○届出期限

・作付け予定の水田を対象に、

降雪・降雨・凍土期間を除く当年

（作業内容・時期は、作付け希望者と調整の上、決定します。）

・今回届け出が無い場合は当該作業を実施できません

問復興対策課農政第一係（本庁☎

○体育館無料開放

月12日（水）、

○場 所

問生涯学習課（

第 1
９月 30

への出展

出展となります。

○開 催 

○申込期限

※冷蔵商品が含まれる場合は、ご相談ください。

問復興対策課商工労政係（本庁

いいたてクリニックの診療日時

回東日本大震災義援金（国・県）を給付しま
国・県義援金が村に追加配分されたことから、村では第７回義援金を給

付します。 

給付通知書を、

す。世帯分離等で新たな申請が必要な場合や振込口座の変更等がある場合

は、必要事項を記入のうえ、期日までに申請書その他関係書類を提出して

ください。 

 者…①平成

②その他義援金給付対象者となる方

義援金給付額…1 人当たり

※死亡者については別途関係者に送付します。

給付方法…世帯主または代表者の口座へ通知書の額を振り込みます。

※新たな申請が必要な場合や振込口座の変更等がある場合

は、別途申請書の提出が必要です。

給付予定日…９月

      ※振込口座の名義人および口座情報に変更のある方は、申請

書が届き次第、随時振込みます。

住民課生活支援係（松川事務所☎

穀類は毎年度モニタリング検査が必要です。
収穫した穀類（麦、豆、そば類等）については、毎年度生産者ごとに県

のモニタリング検査を受けることが義務付けられています。

穀類（麦、豆、そば類等）を生産する際は、毎年必ず村に届け出てください。

※乾燥させた豆類は雑穀となり穀類扱いとなります。詳細については村農

政第二係までお問合せください。

復興対策課農政第二係

来年度水稲作付け希望者は届け出てくださ
村内の水稲（主食用米、飼料用米、ＷＣＳ等）作付面積は、年々増加し

ています（平成

必要です。水稲の作付けを計画されている方は、下記により届け出

さい。 

者…平成

先…村農政第一係（ご来庁の上、ご相談下さい。）

限…9 月

・作付け予定の水田を対象に、

降雪・降雨・凍土期間を除く当年

（作業内容・時期は、作付け希望者と調整の上、決定します。）

今回届け出が無い場合は当該作業を実施できません

復興対策課農政第一係（本庁☎

運動して
体育館無料開放

日（水）、19

所…福島県青少年会館体育館

生涯学習課（スポーツ公園

1 回相馬復興サイクリング
30 日に相馬地方で開催される

への出展者を募集

となります。

 日…９月

○申込期限…９月

※冷蔵商品が含まれる場合は、ご相談ください。

復興対策課商工労政係（本庁

いいたてクリニックの診療日時

回東日本大震災義援金（国・県）を給付しま
国・県義援金が村に追加配分されたことから、村では第７回義援金を給

給付通知書を、平成 30

す。世帯分離等で新たな申請が必要な場合や振込口座の変更等がある場合

は、必要事項を記入のうえ、期日までに申請書その他関係書類を提出して

①平成 23 年３月

②その他義援金給付対象者となる方

人当たり

※死亡者については別途関係者に送付します。

…世帯主または代表者の口座へ通知書の額を振り込みます。

※新たな申請が必要な場合や振込口座の変更等がある場合

は、別途申請書の提出が必要です。

９月 10 日（月）

※振込口座の名義人および口座情報に変更のある方は、申請

書が届き次第、随時振込みます。

住民課生活支援係（松川事務所☎

穀類は毎年度モニタリング検査が必要です。
収穫した穀類（麦、豆、そば類等）については、毎年度生産者ごとに県

のモニタリング検査を受けることが義務付けられています。

穀類（麦、豆、そば類等）を生産する際は、毎年必ず村に届け出てください。

※乾燥させた豆類は雑穀となり穀類扱いとなります。詳細については村農

政第二係までお問合せください。

復興対策課農政第二係

来年度水稲作付け希望者は届け出てくださ
村内の水稲（主食用米、飼料用米、ＷＣＳ等）作付面積は、年々増加し

ています（平成 30 年度作付面積は約

必要です。水稲の作付けを計画されている方は、下記により届け出

平成 31 年水稲作付け希望者

…村農政第一係（ご来庁の上、ご相談下さい。）

月 28 日（金）

・作付け予定の水田を対象に、

降雪・降雨・凍土期間を除く当年

（作業内容・時期は、作付け希望者と調整の上、決定します。）

今回届け出が無い場合は当該作業を実施できません

復興対策課農政第一係（本庁☎

運動して
体育館無料開放日時 

19（水）、

福島県青少年会館体育館

スポーツ公園

回相馬復興サイクリング
日に相馬地方で開催される

者を募集します。

となります。 

９月 30 日（日

月７日（金

※冷蔵商品が含まれる場合は、ご相談ください。

復興対策課商工労政係（本庁

いいたてクリニックの診療日時

回東日本大震災義援金（国・県）を給付しま
国・県義援金が村に追加配分されたことから、村では第７回義援金を給

30 年６月１日現在の世帯主または代表者

す。世帯分離等で新たな申請が必要な場合や振込口座の変更等がある場合

は、必要事項を記入のうえ、期日までに申請書その他関係書類を提出して

年３月 11

②その他義援金給付対象者となる方

人当たり 4,872

※死亡者については別途関係者に送付します。

…世帯主または代表者の口座へ通知書の額を振り込みます。

※新たな申請が必要な場合や振込口座の変更等がある場合

は、別途申請書の提出が必要です。

日（月）※口座振込のみ

※振込口座の名義人および口座情報に変更のある方は、申請

書が届き次第、随時振込みます。

住民課生活支援係（松川事務所☎

穀類は毎年度モニタリング検査が必要です。
収穫した穀類（麦、豆、そば類等）については、毎年度生産者ごとに県

のモニタリング検査を受けることが義務付けられています。

穀類（麦、豆、そば類等）を生産する際は、毎年必ず村に届け出てください。

※乾燥させた豆類は雑穀となり穀類扱いとなります。詳細については村農

政第二係までお問合せください。

復興対策課農政第二係（本庁

来年度水稲作付け希望者は届け出てくださ
村内の水稲（主食用米、飼料用米、ＷＣＳ等）作付面積は、年々増加し

年度作付面積は約

必要です。水稲の作付けを計画されている方は、下記により届け出

年水稲作付け希望者

…村農政第一係（ご来庁の上、ご相談下さい。）

日（金） 

・作付け予定の水田を対象に、

降雪・降雨・凍土期間を除く当年

（作業内容・時期は、作付け希望者と調整の上、決定します。）

今回届け出が無い場合は当該作業を実施できません

復興対策課農政第一係（本庁☎

運動していい汗かきましょう！
 ○内 

、26日（水）

福島県青少年会館体育館

スポーツ公園☎0244

回相馬復興サイクリング
日に相馬地方で開催される

します。今回は、

日（日） 

７日（金）    

※冷蔵商品が含まれる場合は、ご相談ください。

復興対策課商工労政係（本庁

いいたてクリニックの診療日時

回東日本大震災義援金（国・県）を給付しま
国・県義援金が村に追加配分されたことから、村では第７回義援金を給

年６月１日現在の世帯主または代表者

す。世帯分離等で新たな申請が必要な場合や振込口座の変更等がある場合

は、必要事項を記入のうえ、期日までに申請書その他関係書類を提出して

11日～４月

②その他義援金給付対象者となる方

4,872 円 

※死亡者については別途関係者に送付します。

…世帯主または代表者の口座へ通知書の額を振り込みます。

※新たな申請が必要な場合や振込口座の変更等がある場合

は、別途申請書の提出が必要です。

※口座振込のみ

※振込口座の名義人および口座情報に変更のある方は、申請

書が届き次第、随時振込みます。

住民課生活支援係（松川事務所☎024

穀類は毎年度モニタリング検査が必要です。
収穫した穀類（麦、豆、そば類等）については、毎年度生産者ごとに県

のモニタリング検査を受けることが義務付けられています。

穀類（麦、豆、そば類等）を生産する際は、毎年必ず村に届け出てください。

※乾燥させた豆類は雑穀となり穀類扱いとなります。詳細については村農

政第二係までお問合せください。 

本庁☎0244

来年度水稲作付け希望者は届け出てくださ
村内の水稲（主食用米、飼料用米、ＷＣＳ等）作付面積は、年々増加し

年度作付面積は約

必要です。水稲の作付けを計画されている方は、下記により届け出

年水稲作付け希望者

…村農政第一係（ご来庁の上、ご相談下さい。）

・作付け予定の水田を対象に、村がレーザーレベラーによる均平化作業等を

降雪・降雨・凍土期間を除く当年 10 月から翌年

（作業内容・時期は、作付け希望者と調整の上、決定します。）

今回届け出が無い場合は当該作業を実施できません

復興対策課農政第一係（本庁☎0244

いい汗かきましょう！
 容…卓球、バドミントン

日（水）  午前

福島県青少年会館体育館（福島市黒岩）

☎0244-42

回相馬復興サイクリング
日に相馬地方で開催される自転車で巡るサイクリングイベント

今回は、村が

 ○開催場所…相馬市民会館

 ○出 展

※冷蔵商品が含まれる場合は、ご相談ください。

復興対策課商工労政係（本庁 0244-

いいたてクリニックの診療日時 

第 8

回東日本大震災義援金（国・県）を給付しま
国・県義援金が村に追加配分されたことから、村では第７回義援金を給

年６月１日現在の世帯主または代表者

す。世帯分離等で新たな申請が必要な場合や振込口座の変更等がある場合

は、必要事項を記入のうえ、期日までに申請書その他関係書類を提出して

日～４月 22 日に村内に住所を有していた

②その他義援金給付対象者となる方

※死亡者については別途関係者に送付します。

…世帯主または代表者の口座へ通知書の額を振り込みます。

※新たな申請が必要な場合や振込口座の変更等がある場合

は、別途申請書の提出が必要です。

※口座振込のみ 

※振込口座の名義人および口座情報に変更のある方は、申請

書が届き次第、随時振込みます。

024-563-

穀類は毎年度モニタリング検査が必要です。
収穫した穀類（麦、豆、そば類等）については、毎年度生産者ごとに県

のモニタリング検査を受けることが義務付けられています。

穀類（麦、豆、そば類等）を生産する際は、毎年必ず村に届け出てください。

※乾燥させた豆類は雑穀となり穀類扱いとなります。詳細については村農

0244-42-1625

来年度水稲作付け希望者は届け出てくださ
村内の水稲（主食用米、飼料用米、ＷＣＳ等）作付面積は、年々増加し

年度作付面積は約 20 ヘクタール）が、作付け再開には

必要です。水稲の作付けを計画されている方は、下記により届け出

年水稲作付け希望者 （平成

…村農政第一係（ご来庁の上、ご相談下さい。）

村がレーザーレベラーによる均平化作業等を

月から翌年

（作業内容・時期は、作付け希望者と調整の上、決定します。）

今回届け出が無い場合は当該作業を実施できません

0244-42-1621

いい汗かきましょう！
卓球、バドミントン

午前10時～正午

（福島市黒岩）

42-0152

回相馬復興サイクリング
自転車で巡るサイクリングイベント

村が商品を

○開催場所…相馬市民会館

出 展 料…無料

※冷蔵商品が含まれる場合は、ご相談ください。

-42-1620

 毎週火・木曜日

898 号 

回東日本大震災義援金（国・県）を給付しま
国・県義援金が村に追加配分されたことから、村では第７回義援金を給

年６月１日現在の世帯主または代表者

す。世帯分離等で新たな申請が必要な場合や振込口座の変更等がある場合

は、必要事項を記入のうえ、期日までに申請書その他関係書類を提出して

日に村内に住所を有していた

②その他義援金給付対象者となる方 

※死亡者については別途関係者に送付します。

…世帯主または代表者の口座へ通知書の額を振り込みます。

※新たな申請が必要な場合や振込口座の変更等がある場合

は、別途申請書の提出が必要です。 

 

※振込口座の名義人および口座情報に変更のある方は、申請

書が届き次第、随時振込みます。 

-5528）

穀類は毎年度モニタリング検査が必要です。
収穫した穀類（麦、豆、そば類等）については、毎年度生産者ごとに県

のモニタリング検査を受けることが義務付けられています。

穀類（麦、豆、そば類等）を生産する際は、毎年必ず村に届け出てください。

※乾燥させた豆類は雑穀となり穀類扱いとなります。詳細については村農

1625） 

来年度水稲作付け希望者は届け出てくださ
村内の水稲（主食用米、飼料用米、ＷＣＳ等）作付面積は、年々増加し

ヘクタール）が、作付け再開には

必要です。水稲の作付けを計画されている方は、下記により届け出

（平成 30 年作付者を含む）

…村農政第一係（ご来庁の上、ご相談下さい。）

村がレーザーレベラーによる均平化作業等を

月から翌年 4 月までに実施

（作業内容・時期は、作付け希望者と調整の上、決定します。）

今回届け出が無い場合は当該作業を実施できません

1621） 

いい汗かきましょう！
卓球、バドミントン

時～正午

（福島市黒岩）

152） 

回相馬復興サイクリング 出展
自転車で巡るサイクリングイベント

を預かり

○開催場所…相馬市民会館

…無料 

※冷蔵商品が含まれる場合は、ご相談ください。 

1620） 

毎週火・木曜日

 平成 30

回東日本大震災義援金（国・県）を給付しま
国・県義援金が村に追加配分されたことから、村では第７回義援金を給

年６月１日現在の世帯主または代表者

す。世帯分離等で新たな申請が必要な場合や振込口座の変更等がある場合

は、必要事項を記入のうえ、期日までに申請書その他関係書類を提出して

日に村内に住所を有していた

※死亡者については別途関係者に送付します。

…世帯主または代表者の口座へ通知書の額を振り込みます。

※新たな申請が必要な場合や振込口座の変更等がある場合

※振込口座の名義人および口座情報に変更のある方は、申請

） 

穀類は毎年度モニタリング検査が必要です。
収穫した穀類（麦、豆、そば類等）については、毎年度生産者ごとに県

のモニタリング検査を受けることが義務付けられています。

穀類（麦、豆、そば類等）を生産する際は、毎年必ず村に届け出てください。

※乾燥させた豆類は雑穀となり穀類扱いとなります。詳細については村農

来年度水稲作付け希望者は届け出てくださ
村内の水稲（主食用米、飼料用米、ＷＣＳ等）作付面積は、年々増加し

ヘクタール）が、作付け再開には

必要です。水稲の作付けを計画されている方は、下記により届け出

年作付者を含む）

…村農政第一係（ご来庁の上、ご相談下さい。）

村がレーザーレベラーによる均平化作業等を

月までに実施

（作業内容・時期は、作付け希望者と調整の上、決定します。）

今回届け出が無い場合は当該作業を実施できませんのでご注意くだ

いい汗かきましょう！
卓球、バドミントンなど

時～正午 

（福島市黒岩） 

出展者
自転車で巡るサイクリングイベント

預かり、代理販売

○開催場所…相馬市民会館 

毎週火・木曜日 午前９時～正午（受付は午前８時

30 年８月

回東日本大震災義援金（国・県）を給付しま
国・県義援金が村に追加配分されたことから、村では第７回義援金を給

年６月１日現在の世帯主または代表者へ送付しま

す。世帯分離等で新たな申請が必要な場合や振込口座の変更等がある場合

は、必要事項を記入のうえ、期日までに申請書その他関係書類を提出して

日に村内に住所を有していた

※死亡者については別途関係者に送付します。 

…世帯主または代表者の口座へ通知書の額を振り込みます。

※新たな申請が必要な場合や振込口座の変更等がある場合

※振込口座の名義人および口座情報に変更のある方は、申請

穀類は毎年度モニタリング検査が必要です。
収穫した穀類（麦、豆、そば類等）については、毎年度生産者ごとに県

のモニタリング検査を受けることが義務付けられています。 

穀類（麦、豆、そば類等）を生産する際は、毎年必ず村に届け出てください。

※乾燥させた豆類は雑穀となり穀類扱いとなります。詳細については村農

来年度水稲作付け希望者は届け出てください
村内の水稲（主食用米、飼料用米、ＷＣＳ等）作付面積は、年々増加し

ヘクタール）が、作付け再開には

必要です。水稲の作付けを計画されている方は、下記により届け出

年作付者を含む）

…村農政第一係（ご来庁の上、ご相談下さい。） 

村がレーザーレベラーによる均平化作業等を

月までに実施します。

（作業内容・時期は、作付け希望者と調整の上、決定します。） 

のでご注意くだ

いい汗かきましょう！ 
など ※上履き持参

者募集
自転車で巡るサイクリングイベント

、代理販売のみでの

 等 

午前９時～正午（受付は午前８時

月 20 日

回東日本大震災義援金（国・県）を給付します
国・県義援金が村に追加配分されたことから、村では第７回義援金を給

へ送付しま

す。世帯分離等で新たな申請が必要な場合や振込口座の変更等がある場合

は、必要事項を記入のうえ、期日までに申請書その他関係書類を提出して

日に村内に住所を有していた方 

…世帯主または代表者の口座へ通知書の額を振り込みます。 

※新たな申請が必要な場合や振込口座の変更等がある場合

※振込口座の名義人および口座情報に変更のある方は、申請

穀類は毎年度モニタリング検査が必要です。  

収穫した穀類（麦、豆、そば類等）については、毎年度生産者ごとに県

穀類（麦、豆、そば類等）を生産する際は、毎年必ず村に届け出てください。 
※乾燥させた豆類は雑穀となり穀類扱いとなります。詳細については村農

い  

村内の水稲（主食用米、飼料用米、ＷＣＳ等）作付面積は、年々増加し

ヘクタール）が、作付け再開には

必要です。水稲の作付けを計画されている方は、下記により届け出

年作付者を含む） 

村がレーザーレベラーによる均平化作業等を 

します。 

 

のでご注意ください。

上履き持参

募集 

自転車で巡るサイクリングイベント

のみでの

午前９時～正午（受付は午前８時

 

 

 

日 

す 

国・県義援金が村に追加配分されたことから、村では第７回義援金を給

へ送付しま

す。世帯分離等で新たな申請が必要な場合や振込口座の変更等がある場合

は、必要事項を記入のうえ、期日までに申請書その他関係書類を提出して

 

 

※新たな申請が必要な場合や振込口座の変更等がある場合

※振込口座の名義人および口座情報に変更のある方は、申請

収穫した穀類（麦、豆、そば類等）については、毎年度生産者ごとに県

 
※乾燥させた豆類は雑穀となり穀類扱いとなります。詳細については村農

村内の水稲（主食用米、飼料用米、ＷＣＳ等）作付面積は、年々増加し

ヘクタール）が、作付け再開には

必要です。水稲の作付けを計画されている方は、下記により届け出

 

さい。 

上履き持参 

のみでの

 

 

 

 

 

 

 

 

 ９月より村内の主要か所を通行するコミュニティバスを運行します。

運行にあたっては、利用状況に応じて随時停留目安地点の修正をしていき

ますので、ぜひご利用ください。

○運行開始日…

○運 行 場

※詳しい運行時間と停留場所は同封したチラシをご覧ください。

問健康福祉課健康係（いちばん館☎

 村では、被災家屋解体の申請受付は終了していますが、下記の方を対象

に被災家屋の解体に関する相談窓口を開設します。

○相談窓口

８月１日（水）～

○相談場所…村役場１階

○相談対象者

・震災時、村に住所がなく解体に関する情報が届かなかった方

・身体の障害や病院・施設等に入院・入所されていた方

・環境省の解体事業に一度も申請していない方

問環境省

建設課土木係（本庁☎

村内

切は下表のとおりです。

申込みから納品まで２～３カ月程度

農政第二係までお申し込み

【参考】電気牧柵の申込み〆切と納品時期

平成

※11

※３月末までに、

にお申し込み

問復興対策課農政第二係

「いいたて
村では、

ます。

たチラシをご覧ください。

○日 

○場 

○内 

○対 

○応募締め切り…

○申込方法…

送、持ち込み、

申込・問

 
９

ますので、ぜひおいでください。

◆９月４

◆９

◆９月

◆９

○場

議会中継がイイタネちゃんアプリ、インターネットで見られます！
 ９月議会より、村が配信しているイイタネちゃんお知らせアプリと

インターネットで議会中継が見られるようになります。ぜひご利用く

ださい。

○イイタネちゃんお知らせアプリ

 スマートフォン、タブレット向けの村情報発信

アプリ「イイタネちゃんお知らせア

自由に無料で利用できます。右記

ロードし、ぜひ

○議会中継インターネット

http://gikailive.vill.iitate.fukushima.jp

※ご利用の際、インターネット等の通信費は個人負担となります。

問飯舘村議会事務局（本庁☎

午前９時～正午（受付は午前８時

村内コミニティバスの運行のお知らせ
９月より村内の主要か所を通行するコミュニティバスを運行します。

運行にあたっては、利用状況に応じて随時停留目安地点の修正をしていき

ますので、ぜひご利用ください。

○運行開始日…

運 行 場 所

詳しい運行時間と停留場所は同封したチラシをご覧ください。

健康福祉課健康係（いちばん館☎

被災家屋解体の相談窓口を設置します
村では、被災家屋解体の申請受付は終了していますが、下記の方を対象

に被災家屋の解体に関する相談窓口を開設します。

○相談窓口 

８月１日（水）～

○相談場所…村役場１階

○相談対象者

・震災時、村に住所がなく解体に関する情報が届かなかった方

・身体の障害や病院・施設等に入院・入所されていた方

・環境省の解体事業に一度も申請していない方

環境省県北支所（☎

建設課土木係（本庁☎

電気牧柵
内で作付

切は下表のとおりです。

申込みから納品まで２～３カ月程度

農政第二係までお申し込み

【参考】電気牧柵の申込み〆切と納品時期

受付区分

平成 30 年度

月以降の申込み分

※３月末までに、

にお申し込み

復興対策課農政第二係

「いいたて
村では、子どものみでも

ます。経験豊富なスタッフが

たチラシをご覧ください。

 時…９

 所…フォレストパーク

 容…カヌー教室

 象…村内居住または、村出身小学４年生～中学３年生と保護者

○応募締め切り…

○申込方法…

送、持ち込み、

申込・問生涯学習課（

 ９月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定
９月議会定例会が下記日程で開催されます。

ますので、ぜひおいでください。

◆９月４日

９月６日（木

９月 10 日（月）～

９月 14 日

場   所‥‥‥

議会中継がイイタネちゃんアプリ、インターネットで見られます！
９月議会より、村が配信しているイイタネちゃんお知らせアプリと

インターネットで議会中継が見られるようになります。ぜひご利用く

ださい。 

○イイタネちゃんお知らせアプリ

スマートフォン、タブレット向けの村情報発信

アプリ「イイタネちゃんお知らせア

自由に無料で利用できます。右記

ロードし、ぜひ

議会中継インターネット

http://gikailive.vill.iitate.fukushima.jp

ご利用の際、インターネット等の通信費は個人負担となります。

飯舘村議会事務局（本庁☎

午前９時～正午（受付は午前８時

村内コミニティバスの運行のお知らせ
９月より村内の主要か所を通行するコミュニティバスを運行します。

運行にあたっては、利用状況に応じて随時停留目安地点の修正をしていき

ますので、ぜひご利用ください。

○運行開始日…９月３日

所…飯舘村内

詳しい運行時間と停留場所は同封したチラシをご覧ください。

健康福祉課健康係（いちばん館☎

被災家屋解体の相談窓口を設置します
村では、被災家屋解体の申請受付は終了していますが、下記の方を対象

に被災家屋の解体に関する相談窓口を開設します。

 開所日時

８月１日（水）～31 日（金）

○相談場所…村役場１階

○相談対象者 

・震災時、村に住所がなく解体に関する情報が届かなかった方

・身体の障害や病院・施設等に入院・入所されていた方

・環境省の解体事業に一度も申請していない方

県北支所（☎

建設課土木係（本庁☎

電気牧柵
で作付けをする方を対象とした

切は下表のとおりです。

申込みから納品まで２～３カ月程度

農政第二係までお申し込み

【参考】電気牧柵の申込み〆切と納品時期

受付区分 

年度 

月以降の申込み分

※３月末までに、電気牧柵等の設置を計画されている方

にお申し込みください。

復興対策課農政第二係

「いいたてこども
子どものみでも

経験豊富なスタッフが

たチラシをご覧ください。

９月 22 日（土

フォレストパーク

カヌー教室

象…村内居住または、村出身小学４年生～中学３年生と保護者

○応募締め切り…９

○申込方法…同封した申込用紙に、必要事項を記入し

送、持ち込み、FAX 0244

生涯学習課（

月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定
月議会定例会が下記日程で開催されます。

ますので、ぜひおいでください。

日（火）‥‥‥

６日（木）・

日（月）～

日（金）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

所‥‥‥

議会中継がイイタネちゃんアプリ、インターネットで見られます！
９月議会より、村が配信しているイイタネちゃんお知らせアプリと

インターネットで議会中継が見られるようになります。ぜひご利用く

 

○イイタネちゃんお知らせアプリ

スマートフォン、タブレット向けの村情報発信

アプリ「イイタネちゃんお知らせア

自由に無料で利用できます。右記

ロードし、ぜひご

議会中継インターネット

http://gikailive.vill.iitate.fukushima.jp

ご利用の際、インターネット等の通信費は個人負担となります。

飯舘村議会事務局（本庁☎

午前９時～正午（受付は午前８時 30 分～午前

村内コミニティバスの運行のお知らせ
９月より村内の主要か所を通行するコミュニティバスを運行します。

運行にあたっては、利用状況に応じて随時停留目安地点の修正をしていき

ますので、ぜひご利用ください。

９月３日(月）

…飯舘村内 

詳しい運行時間と停留場所は同封したチラシをご覧ください。

健康福祉課健康係（いちばん館☎

被災家屋解体の相談窓口を設置します
村では、被災家屋解体の申請受付は終了していますが、下記の方を対象

に被災家屋の解体に関する相談窓口を開設します。

開所日時 

日（金）期間中の

○相談場所…村役場１階 復興対策課内

・震災時、村に住所がなく解体に関する情報が届かなかった方

・身体の障害や病院・施設等に入院・入所されていた方

・環境省の解体事業に一度も申請していない方

県北支所（☎024-

建設課土木係（本庁☎0244

電気牧柵等導入支援の申込み〆切につい
る方を対象とした

切は下表のとおりです。 

申込みから納品まで２～３カ月程度

農政第二係までお申し込み

【参考】電気牧柵の申込み〆切と納品時期

申込み

平成 30

10 月末

月以降の申込み分は、

電気牧柵等の設置を計画されている方

ください。 

復興対策課農政第二係（

こどもキャンプ
子どものみでも

経験豊富なスタッフが

たチラシをご覧ください。

日（土）～

フォレストパーク

カヌー教室や夕食バーベキュー、ナイトハイキング

象…村内居住または、村出身小学４年生～中学３年生と保護者

９月 14 日

同封した申込用紙に、必要事項を記入し

0244-42

生涯学習課（スポーツ公園

月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定
月議会定例会が下記日程で開催されます。

ますので、ぜひおいでください。

）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

）・７日（金

日（月）～12 日（水）‥‥‥‥‥‥

）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥飯舘村役場２階議場

議会中継がイイタネちゃんアプリ、インターネットで見られます！
９月議会より、村が配信しているイイタネちゃんお知らせアプリと

インターネットで議会中継が見られるようになります。ぜひご利用く

○イイタネちゃんお知らせアプリ

スマートフォン、タブレット向けの村情報発信

アプリ「イイタネちゃんお知らせア

自由に無料で利用できます。右記

ご利用ください。

議会中継インターネット URL

http://gikailive.vill.iitate.fukushima.jp

ご利用の際、インターネット等の通信費は個人負担となります。

飯舘村議会事務局（本庁☎

分～午前

村内コミニティバスの運行のお知らせ
９月より村内の主要か所を通行するコミュニティバスを運行します。

運行にあたっては、利用状況に応じて随時停留目安地点の修正をしていき

ますので、ぜひご利用ください。

月）～  

 

詳しい運行時間と停留場所は同封したチラシをご覧ください。

健康福祉課健康係（いちばん館☎

被災家屋解体の相談窓口を設置します
村では、被災家屋解体の申請受付は終了していますが、下記の方を対象

に被災家屋の解体に関する相談窓口を開設します。

期間中の

復興対策課内

・震災時、村に住所がなく解体に関する情報が届かなかった方

・身体の障害や病院・施設等に入院・入所されていた方

・環境省の解体事業に一度も申請していない方

-563-1308

0244-42-

導入支援の申込み〆切につい
る方を対象とした

申込みから納品まで２～３カ月程度

農政第二係までお申し込みください。

【参考】電気牧柵の申込み〆切と納品時期

申込み〆切 

30 年 

月末 

、平成 31

電気牧柵等の設置を計画されている方

（本庁☎

キャンプ
子どものみでも安心して参加

経験豊富なスタッフがしっかりサポート

たチラシをご覧ください。 

）～23 日（日

フォレストパーク あだたら

夕食バーベキュー、ナイトハイキング

象…村内居住または、村出身小学４年生～中学３年生と保護者

日（金） 

同封した申込用紙に、必要事項を記入し

42-1300

スポーツ公園

月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定
月議会定例会が下記日程で開催されます。

ますので、ぜひおいでください。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

日（金）‥‥‥‥‥‥‥

日（水）‥‥‥‥‥‥

）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥飯舘村役場２階議場

議会中継がイイタネちゃんアプリ、インターネットで見られます！
９月議会より、村が配信しているイイタネちゃんお知らせアプリと

インターネットで議会中継が見られるようになります。ぜひご利用く

○イイタネちゃんお知らせアプリ 

スマートフォン、タブレット向けの村情報発信

アプリ「イイタネちゃんお知らせア

自由に無料で利用できます。右記

ください。

URL 

http://gikailive.vill.iitate.fukushima.jp

ご利用の際、インターネット等の通信費は個人負担となります。

飯舘村議会事務局（本庁☎0244

分～午前 11 時 30

 

 

 

 
 

 

村内コミニティバスの運行のお知らせ
９月より村内の主要か所を通行するコミュニティバスを運行します。

運行にあたっては、利用状況に応じて随時停留目安地点の修正をしていき

ますので、ぜひご利用ください。 

   

詳しい運行時間と停留場所は同封したチラシをご覧ください。

健康福祉課健康係（いちばん館☎0244-

被災家屋解体の相談窓口を設置します
村では、被災家屋解体の申請受付は終了していますが、下記の方を対象

に被災家屋の解体に関する相談窓口を開設します。

期間中の毎週火・木曜日

復興対策課内  

・震災時、村に住所がなく解体に関する情報が届かなかった方

・身体の障害や病院・施設等に入院・入所されていた方

・環境省の解体事業に一度も申請していない方

1308） 

-1623）

導入支援の申込み〆切につい
る方を対象とした「電気牧柵

申込みから納品まで２～３カ月程度を要しますので

ください。 

【参考】電気牧柵の申込み〆切と納品時期

 発注時期

11 月発注

31 年度分として取り扱い

電気牧柵等の設置を計画されている方

☎0244-42

キャンプ」 参加者募集のお知ら
安心して参加でき、

しっかりサポート

日（日） （

あだたら 等

夕食バーベキュー、ナイトハイキング

象…村内居住または、村出身小学４年生～中学３年生と保護者

  

同封した申込用紙に、必要事項を記入し

1300 のいずれかで

スポーツ公園☎0244

月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定
月議会定例会が下記日程で開催されます。

ますので、ぜひおいでください。 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥‥

日（水）‥‥‥‥‥‥

）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥飯舘村役場２階議場

議会中継がイイタネちゃんアプリ、インターネットで見られます！
９月議会より、村が配信しているイイタネちゃんお知らせアプリと

インターネットで議会中継が見られるようになります。ぜひご利用く

スマートフォン、タブレット向けの村情報発信

アプリ「イイタネちゃんお知らせアプリ」は、誰でも

自由に無料で利用できます。右記 QR コードからダウン

ください。 

http://gikailive.vill.iitate.fukushima.jp 

ご利用の際、インターネット等の通信費は個人負担となります。

0244-42-1628

30 分）☎

村内コミニティバスの運行のお知らせ
９月より村内の主要か所を通行するコミュニティバスを運行します。

運行にあたっては、利用状況に応じて随時停留目安地点の修正をしていき

詳しい運行時間と停留場所は同封したチラシをご覧ください。

-42-1637

被災家屋解体の相談窓口を設置します
村では、被災家屋解体の申請受付は終了していますが、下記の方を対象

に被災家屋の解体に関する相談窓口を開設します。

毎週火・木曜日

 

・震災時、村に住所がなく解体に関する情報が届かなかった方

・身体の障害や病院・施設等に入院・入所されていた方

・環境省の解体事業に一度も申請していない方 

） 

導入支援の申込み〆切につい
電気牧柵等の導入支援

要しますので

【参考】電気牧柵の申込み〆切と納品時期 

発注時期 

月発注 

年度分として取り扱い

電気牧柵等の設置を計画されている方

42-1625）

参加者募集のお知ら
でき、楽しめる

しっかりサポートします。

（１泊２

等 

夕食バーベキュー、ナイトハイキング

象…村内居住または、村出身小学４年生～中学３年生と保護者

同封した申込用紙に、必要事項を記入し

のいずれかで

☎0244-42-0

月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定
月議会定例会が下記日程で開催されます。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥‥

日（水）‥‥‥‥‥‥

）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥飯舘村役場２階議場

議会中継がイイタネちゃんアプリ、インターネットで見られます！
９月議会より、村が配信しているイイタネちゃんお知らせアプリと

インターネットで議会中継が見られるようになります。ぜひご利用く

スマートフォン、タブレット向けの村情報発信

プリ」は、誰でも

コードからダウン

ご利用の際、インターネット等の通信費は個人負担となります。

1628） 

分）☎0244-68

村内コミニティバスの運行のお知らせ
９月より村内の主要か所を通行するコミュニティバスを運行します。

運行にあたっては、利用状況に応じて随時停留目安地点の修正をしていき

詳しい運行時間と停留場所は同封したチラシをご覧ください。

1637） 

被災家屋解体の相談窓口を設置します
村では、被災家屋解体の申請受付は終了していますが、下記の方を対象

に被災家屋の解体に関する相談窓口を開設します。 

毎週火・木曜日 午前 10

・震災時、村に住所がなく解体に関する情報が届かなかった方

・身体の障害や病院・施設等に入院・入所されていた方

 

導入支援の申込み〆切につい
の導入支援

要しますので、十分余裕を持って、

平成

年度分として取り扱い

電気牧柵等の設置を計画されている方は

） 

参加者募集のお知ら
楽しめる

します。

２日） 

夕食バーベキュー、ナイトハイキング

象…村内居住または、村出身小学４年生～中学３年生と保護者

同封した申込用紙に、必要事項を記入しスポーツ公園

のいずれかでお申し込みください。

0152） 

月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定
月議会定例会が下記日程で開催されます。どなたでも、傍聴でき

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥開会

‥‥‥‥‥‥‥‥一般質問

日（水）‥‥‥‥‥‥‥決算審査特別委員会

）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 議案審議・閉会

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥飯舘村役場２階議場

議会中継がイイタネちゃんアプリ、インターネットで見られます！
９月議会より、村が配信しているイイタネちゃんお知らせアプリと

インターネットで議会中継が見られるようになります。ぜひご利用く

スマートフォン、タブレット向けの村情報発信 

プリ」は、誰でも

コードからダウン

ご利用の際、インターネット等の通信費は個人負担となります。

 

68-2277

村内コミニティバスの運行のお知らせ
９月より村内の主要か所を通行するコミュニティバスを運行します。

運行にあたっては、利用状況に応じて随時停留目安地点の修正をしていき

詳しい運行時間と停留場所は同封したチラシをご覧ください。

被災家屋解体の相談窓口を設置します
村では、被災家屋解体の申請受付は終了していますが、下記の方を対象

10 時～午後４時

・震災時、村に住所がなく解体に関する情報が届かなかった方

・身体の障害や病院・施設等に入院・入所されていた方 

導入支援の申込み〆切につい
の導入支援」の申込み

、十分余裕を持って、

納品時期

平成 31 年１月～３月

年度分として取り扱います。

は、必ず 10

参加者募集のお知ら
楽しめるキャンプを開催し

します。詳しくは

 参加費無料！

夕食バーベキュー、ナイトハイキング

象…村内居住または、村出身小学４年生～中学３年生と保護者

スポーツ公園

お申し込みください。

 

月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定
どなたでも、傍聴でき

会 

般質問 

決算審査特別委員会

議案審議・閉会

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥飯舘村役場２階議場

議会中継がイイタネちゃんアプリ、インターネットで見られます！
９月議会より、村が配信しているイイタネちゃんお知らせアプリと

インターネットで議会中継が見られるようになります。ぜひご利用く

プリ」は、誰でも 

コードからダウン 

ご利用の際、インターネット等の通信費は個人負担となります。

2277 

村内コミニティバスの運行のお知らせ 
９月より村内の主要か所を通行するコミュニティバスを運行します。

運行にあたっては、利用状況に応じて随時停留目安地点の修正をしていき

詳しい運行時間と停留場所は同封したチラシをご覧ください。 

被災家屋解体の相談窓口を設置します 

村では、被災家屋解体の申請受付は終了していますが、下記の方を対象

時～午後４時

・震災時、村に住所がなく解体に関する情報が届かなかった方 

導入支援の申込み〆切について 
申込みの〆

、十分余裕を持って、

納品時期 

１月～３月

ます。 

10 月末まで

参加者募集のお知らせ
キャンプを開催し

詳しくは、同封し

参加費無料！ 

夕食バーベキュー、ナイトハイキングなど。

象…村内居住または、村出身小学４年生～中学３年生と保護者

スポーツ公園まで

お申し込みください。 

月 議 会 定 例 会 開 催 日 程 〔予 定 〕
どなたでも、傍聴でき

決算審査特別委員会

議案審議・閉会 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥飯舘村役場２階議場

議会中継がイイタネちゃんアプリ、インターネットで見られます！
９月議会より、村が配信しているイイタネちゃんお知らせアプリと

インターネットで議会中継が見られるようになります。ぜひご利用く

ご利用の際、インターネット等の通信費は個人負担となります。 

９月より村内の主要か所を通行するコミュニティバスを運行します。 

運行にあたっては、利用状況に応じて随時停留目安地点の修正をしていき

村では、被災家屋解体の申請受付は終了していますが、下記の方を対象

時～午後４時 

  
の〆

、十分余裕を持って、 

１月～３月 

月末まで

せ 
キャンプを開催し

同封し

 

など。 

象…村内居住または、村出身小学４年生～中学３年生と保護者 

まで、郵

 

〕 

どなたでも、傍聴でき

決算審査特別委員会 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥飯舘村役場２階議場 

議会中継がイイタネちゃんアプリ、インターネットで見られます！ 

９月議会より、村が配信しているイイタネちゃんお知らせアプリと

インターネットで議会中継が見られるようになります。ぜひご利用く

 

 



 食品中の放射性物質測定結果のお知らせ  
平成30年７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いますので、ご覧ください。 

１．飲料水 

放射性セシウムの基準値「飲料水 10Ｂｑ／ℓ」 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 

検出 

最大値 
採取地 

井戸水・湧水等 ４ ０ 不検出 関沢 他 

２．一般食品 

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

問復興対策課農政第二係（本庁☎0244-42-1625） 

各行政区の放射線測定値 
村が独自に計測した各行政区の１時間当たりの大気中放射線測定値は

次のとおりです。放射線量は計測した日の天候・湿度などで変化します。

単位は全て㍃シーベルト/時です。※は除染未実施分です。 

【農地】（地上から１m 及び１cm の高さで測定） 

行政区 小字地内 
８月２日（晴） ７月 17 日（晴） 

１ｍ １cｍ １ｍ １cm 

１ 草野字大谷地地内 0.33 0.33 0.27 0.25 

２ 深谷字原前地内 0.09 0.08 0.10 0.09 

３ 伊丹沢字山田地内 0.30 0.29 0.31 0.27 

４ 関沢字中頃地内 0.24 0.23 0.23 0.21 

５ 小宮字曲田地内 0.35 0.36 0.35 0.37 

６ 八木沢字上八木沢地内 0.31 0.29 0.30 0.25 

７ 大倉字湯舟地内 0.23 0.22 0.23 0.21 

８ 佐須字佐須地内 0.24 0.22 0.24 0.24 

９ 草野字柏塚地内 0.16 0.15 0.14 0.15 

10 飯樋字下桶地内地内 0.36 0.40 0.37 0.41 

11 飯樋字一ノ関地内 0.19 0.18 0.17 0.17 

12 飯樋字笠石地内 0.29 0.22 0.30 0.20 

13 飯樋字原地内 0.27 0.24 0.38 0.42 

14 比曽字比曽地内 0.21 0.21 0.17 0.16 

15※ 長泥字長泥地内 2.17 2.67 2.13 2.66 

16 蕨平字木戸地内 0.49 0.42 0.44 0.39 

17 松塚字神田地内 0.17 0.16 0.17 0.18 

18 臼石字町地内 0.43 0.45 0.40 0.42 

19 前田字福田地内 0.37 0.35 0.38 0.37 

20 二枚橋字町地内 0.24 0.24 0.24 0.25 

【宅地】（地上から１m 及び１cm の高さで測定） 

行政区 小字地内 
８月２日 ７月 17 日 

１ｍ １cm １ｍ １cm 

１ 草野字大師堂地内 0.20 0.17 0.20 0.18 

２ 深谷字大森地内 0.22 0.25 0.24 0.27 

３ 伊丹沢字伊丹沢地内 0.13 0.14 0.13 0.15 

４ 関沢字中頃地内 0.23 0.25 0.24 0.25 

５ 小宮字曲田地内 0.32 0.25 0.28 0.23 

６ 芦原白金地内 0.20 0.19 0.18 0.19 

７ 大倉字大倉地内 0.11 0.13 0.11 0.12 

８ 佐須字虎捕地内 0.29 0.26 0.30 0.28 

９ 草野字大坂地内 0.21 0.20 0.20 0.24 

10 飯樋字町地内 0.21 0.22 0.21 0.20 

11 飯樋字割木地内 0.25 0.23 0.23 0.22 

12 飯樋字笠石地内 0.23 0.22 0.23 0.18 

13 飯樋字宮仲地内 0.13 0.12 0.12 0.11 

14 比曽字中比曽地内 0.17 0.16 0.20 0.16 

15※ 長泥字曲田地内 1.97 2.63 1.94 1.91 

16 蕨平字蕨平地内 0.33 0.31 0.32 0.31 

17 関根字押木内地内 0.17 0.14 0.17 0.13 

18 臼石字菅田地内 0.19 0.17 0.21 0.19 

19 前田字古今明地内 0.20 0.17 0.20 0.14 

20 須萱字水上地内 0.12 0.12 0.12 0.12 

村内に建物を新築及び解体したら届出を 
固定資産税の適正課税のため、村内に建物を新築（車庫等を含む）・増

築・減築または建物を取り壊した場合は住民課税務係までご連絡をお願い

します。 

問住民課税務係（本庁☎0244-42-1615） 

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、介護者同士が交流を深めリフレッシュ

する場を提供します。気軽に参加してください。 

○日 時…９月５日（水） 午前 10 時 30 分～午後１時 30 分  ※昼食あり 

○場 所…いちばん館（和室） 

○内 容…認知症について学び、交流を深めます。 

○申込み…８月 31 日（金）まで、飯舘村サポートセンター つながっぺまで

お申し込みください。 

問飯舘村サポートセンター つながっぺ（☎0244-26-5207） 

飯舘村社会福祉協議会 職員募集 
 社会福祉協議会では、生活支援相談員を募集します。 

〇採用職種…生活支援相談員（業務内容：村民の生活支援・相談等） 

〇採用人数…若干名 

〇応募資格…福祉事業に理解があり健康な方で、普通自動車運転免許 

       所持者、パソコンの基本操作が可能な方 

〇雇用形態…通年雇用職員    〇給  与…本会規程による 

〇勤務場所…飯舘村社会福祉協議会 伊丹沢字伊丹沢571 陽だまりの家 

〇応募方法…履歴書を社会福祉協議会に持参または郵送してください。 

〇受付締切…８月27日（月）まで ※郵送必着 

※受付時間 午前８時30分～午後５時15分 

〇試 験 日…８月２８日（火） 午前10時 

〇試験内容…面接、パソコン基本操作 

申込・問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

ホッとサロン「て と て」の開 催 について  

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。先月号で、お知らせ

しました８月 22 日（水）が下記の 29 日（水）開催に変更となりましたの

でお間違えの無いようにお願いいたします。 

○開催日…８月２9 日（水）  午前９時 30 分～午前 11 時 30 分 

○会  場…福島市保健福祉センター ５階 大会議室（福島市森合町10-1） 

○内 容…保育園児（福島市内）との交流 

問福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎024-533-8881） 

弁護士による心配ごと相談を開催します 
村社会福祉協議会では、・鈴木芳喜弁護士による「心配ごと相談」を下

記のとおり開催しますのでご利用ください。相談は無料です。 

○日 時…９月 20 日（木）  午後１時 15 分～午後３時 

○会 場…飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家） 

○予 約…９月 14 日（金）まで村社会福祉協議会に申込みください。 

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

お茶のみ会のご案内 
村社会福祉協議会では、避難先での「お茶のみ会」を開催します。皆さ

んの参加をお待ちしています。 

開催日 時 間 場 所 会費 

９月 10 日（月） 午前 10 時～ 

11 時 30 分 

福島市 

杉妻学習センター（和室） 

100 円 
※当日徴収 ９月 28 日（金） 

問飯舘村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

ゆかいなしあわせカフェ永井川のお知らせ 
村民同士の交流と健康づくりのために毎月１回開催しています。どなた

でも参加できます。どうぞお気軽にお越しください。 

日 時 集 合 場 所 テーマ 

９月１１日（火） 

午前 10 時 集合 

永井川集会所 

福島市永井川字古内９-２ 

福島の民話を聞きましょう 

（福島民話の会の皆さん） 

★集会所を午前９時から開けます。皆さんとおしゃべりもどうぞ。 

問・申込代表世話人 佐藤俊雄（☎090-4885-9266） 

そうま地方合唱を楽しむ会 合同発表会 
 そうま地方合唱を楽しむ会では、合同発表会を開催します。村からは「飯

舘お母さんコーラス」が参加します。素敵な歌声をお楽しみください。 

○日 時…９月２日（日）  午後１時  ○入場料…無料 

○会 場…南相馬市鹿島区生涯学習センター（さくらホール） 

問そうま地方合唱を楽しむ会 事務局（☎0244-22-7507） 

測定品目 
測定

件数 

セシウム 

検出件数 
検出最大値 採取地 

ウメ 27 14 49Bq/㎏ 比曽 他 

キュウリ 36 ８ 10Bq/㎏ 伊丹沢 他 

ツルムラサキ 7 ０ 不検出 前田・八和木 他 

ブルーベリー 17 ９ 11Bq/㎏ 深谷 他 


