
 

 

 

 

 

 
 

 

状をお送りしますので、ぜひ、ご出席ください。当日はお笑いコンビ「母
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簡単な測定

○日

○場

〇種

○準

○申し込み…参加希望の方はスポーツ公園へお申込みください。

問

できますので、ぜひ教室にご参加下さい！

○日

○内

○場

○講

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装③運動靴

問

 

 

 

飯舘村敬老会を下記により開催いたします。

状をお送りしますので、ぜひ、ご出席ください。当日はお笑いコンビ「母

心」のステージを予定して

○日 時…

○会 場…飯舘中学校体育館

詳細につい

問健康福祉課

 村では、村有財産を下記日程で入札により売払います。

○物件…旧仮設小学校校舎跡地（川俣町飯坂字上中居

    

○最低売却

○入札日時

※詳しくは、８月５日付公売公告及び

問総務課

県外避難の方の健康診査のお知らせ
県外に避難している

対象の方

＊注意 必ず医療機関に予約をしてから受診してください

 なお、県外での健康診査を希望される方

数ですが、健康係まで

問健康福祉課健康係（いちばん館

 村では、子どもたちの健康を継続的に見守り、本人や保護者の

が安心するよう、甲状腺検査を実施します。希望の方は、健康係まで申

し込みください。

○日 時…

       

○検査対象者…平成４年４月２日から平成

○検査場

○検査内

○検 査

○申込方

申込健康福祉課健康係

スポーツ公園
 皆さん

簡単な測定

参加者

○日  

○場  

〇種  

○準 備 

○申し込み…参加希望の方はスポーツ公園へお申込みください。

問生涯学習課

までいの里の健康運動塾のおしらせ
「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！どなたでも参加

できますので、ぜひ教室にご参加下さい！

○日 時…

○内 容…①

○場 所…交流センター「ふれ愛館」

○講 師…健康運動指導士

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装③運動靴

問健康福祉課健康係

いいたてクリニックの診療日時

飯舘村敬老会を開催
飯舘村敬老会を下記により開催いたします。

状をお送りしますので、ぜひ、ご出席ください。当日はお笑いコンビ「母

心」のステージを予定して

時…９月８

場…飯舘中学校体育館

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

村では、村有財産を下記日程で入札により売払います。

○物件…旧仮設小学校校舎跡地（川俣町飯坂字上中居

    面積 6391.23

売却価格…

○入札日時…９月４日（水）

詳しくは、８月５日付公売公告及び

総務課財政係（☎

県外避難の方の健康診査のお知らせ
県外に避難している

対象の方には、７月中旬に案内を個別

必ず医療機関に予約をしてから受診してください

なお、県外での健康診査を希望される方

数ですが、健康係まで

健康福祉課健康係（いちばん館

甲状腺検査の実施について
村では、子どもたちの健康を継続的に見守り、本人や保護者の

するよう、甲状腺検査を実施します。希望の方は、健康係まで申

ください。

時…８月７日（水）

   ８月１０日（土）、８月１７日（土）

※水曜日は検査及び医師の説明あり。土曜日は検査のみ。

○検査対象者…平成４年４月２日から平成

方で、平成

び上記対象日までに生まれた飯舘村民

検査場所…あづま脳神経外科病院（

検査内容…甲状腺超音波（エコー）検査１人あたり

検 査 料…無

申込方法…検査を希望される方は、健康係まで申し込んでください。

健康福祉課健康係

スポーツ公園
皆さんは、自分の体力･運動能力がどれくらいあるか知っていますか。

簡単な測定で、色々な体力を測ることができ

参加者には、終了後

  時…８月１８日

  所…いいたてスポーツ公園

  目…握力･上体起こし･長座体前屈･反復横とび

 物…運動靴（外履き）、タオル、飲み物

○申し込み…参加希望の方はスポーツ公園へお申込みください。

生涯学習課(スポーツ公園☎

までいの里の健康運動塾のおしらせ
「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！どなたでも参加

できますので、ぜひ教室にご参加下さい！

時…①８月

容…①熱血教室

所…交流センター「ふれ愛館」

師…健康運動指導士

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装③運動靴

健康福祉課健康係

いいたてクリニックの診療日時

飯舘村敬老会を開催
飯舘村敬老会を下記により開催いたします。

状をお送りしますので、ぜひ、ご出席ください。当日はお笑いコンビ「母

心」のステージを予定して

８日（日） 

場…飯舘中学校体育館

ては、下記にお問い合わせください。

福祉係（いちばん館

村有財産売払いについて
村では、村有財産を下記日程で入札により売払います。

○物件…旧仮設小学校校舎跡地（川俣町飯坂字上中居

6391.23 ㎡

価格…4,500

９月４日（水）

詳しくは、８月５日付公売公告及び

財政係（☎0244

県外避難の方の健康診査のお知らせ
県外に避難している方は、避難先

７月中旬に案内を個別

必ず医療機関に予約をしてから受診してください

なお、県外での健康診査を希望される方

数ですが、健康係までご

健康福祉課健康係（いちばん館

甲状腺検査の実施について
村では、子どもたちの健康を継続的に見守り、本人や保護者の

するよう、甲状腺検査を実施します。希望の方は、健康係まで申

ください。 

８月７日（水）

８月１０日（土）、８月１７日（土）

※水曜日は検査及び医師の説明あり。土曜日は検査のみ。

○検査対象者…平成４年４月２日から平成

方で、平成

び上記対象日までに生まれた飯舘村民

あづま脳神経外科病院（

…甲状腺超音波（エコー）検査１人あたり

…無 料(全額村負担

…検査を希望される方は、健康係まで申し込んでください。

健康福祉課健康係（

スポーツ公園
自分の体力･運動能力がどれくらいあるか知っていますか。

で、色々な体力を測ることができ

には、終了後に

８月１８日(

所…いいたてスポーツ公園

目…握力･上体起こし･長座体前屈･反復横とび

物…運動靴（外履き）、タオル、飲み物

○申し込み…参加希望の方はスポーツ公園へお申込みください。

スポーツ公園☎

までいの里の健康運動塾のおしらせ
「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！どなたでも参加

できますので、ぜひ教室にご参加下さい！

月７日（水）

熱血教室（運動強度：強）②介護予防

所…交流センター「ふれ愛館」

師…健康運動指導士

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装③運動靴

健康福祉課健康係(いちばん館

いいたてクリニックの診療日時

飯舘村敬老会を開催
飯舘村敬老会を下記により開催いたします。

状をお送りしますので、ぜひ、ご出席ください。当日はお笑いコンビ「母

心」のステージを予定しています。おたのしみに！

 午前 10

場…飯舘中学校体育館（伊丹沢字山田

ては、下記にお問い合わせください。

いちばん館

村有財産売払いについて
村では、村有財産を下記日程で入札により売払います。

○物件…旧仮設小学校校舎跡地（川俣町飯坂字上中居

㎡ 

4,500 万円 入札

９月４日（水） 午前

詳しくは、８月５日付公売公告及び

0244-42-1612

県外避難の方の健康診査のお知らせ
方は、避難先

７月中旬に案内を個別

必ず医療機関に予約をしてから受診してください

なお、県外での健康診査を希望される方

ご連絡ください。

健康福祉課健康係（いちばん館

甲状腺検査の実施について
村では、子どもたちの健康を継続的に見守り、本人や保護者の

するよう、甲状腺検査を実施します。希望の方は、健康係まで申

８月７日（水） 受付：午後３時～午後４時３０分

８月１０日（土）、８月１７日（土）

※水曜日は検査及び医師の説明あり。土曜日は検査のみ。

○検査対象者…平成４年４月２日から平成

方で、平成 23

び上記対象日までに生まれた飯舘村民

あづま脳神経外科病院（

…甲状腺超音波（エコー）検査１人あたり

全額村負担

…検査を希望される方は、健康係まで申し込んでください。

（いちばん館☎

スポーツ公園 「体力･運動能力測定会」
自分の体力･運動能力がどれくらいあるか知っていますか。

で、色々な体力を測ることができ

にトレーニングルーム利用説明会

(日) 午前９時～午前

所…いいたてスポーツ公園

目…握力･上体起こし･長座体前屈･反復横とび

物…運動靴（外履き）、タオル、飲み物

○申し込み…参加希望の方はスポーツ公園へお申込みください。

スポーツ公園☎

までいの里の健康運動塾のおしらせ
「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！どなたでも参加

できますので、ぜひ教室にご参加下さい！

日（水）、②８

（運動強度：強）②介護予防

所…交流センター「ふれ愛館」

師…健康運動指導士 滝口義光先生（ﾔｺﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ所属）

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装③運動靴

いちばん館

いいたてクリニックの診療日時

飯舘村敬老会を開催
飯舘村敬老会を下記により開催いたします。

状をお送りしますので、ぜひ、ご出席ください。当日はお笑いコンビ「母

ます。おたのしみに！

10 時 30

伊丹沢字山田

ては、下記にお問い合わせください。

いちばん館☎024

村有財産売払いについて
村では、村有財産を下記日程で入札により売払います。

○物件…旧仮設小学校校舎跡地（川俣町飯坂字上中居

入札保証金

午前11時 

詳しくは、８月５日付公売公告及び総務課財政係までお問い合わせください

1612） 

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

７月中旬に案内を個別

必ず医療機関に予約をしてから受診してください

なお、県外での健康診査を希望される方

連絡ください。

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

甲状腺検査の実施について
村では、子どもたちの健康を継続的に見守り、本人や保護者の

するよう、甲状腺検査を実施します。希望の方は、健康係まで申

受付：午後３時～午後４時３０分

８月１０日（土）、８月１７日（土）

※水曜日は検査及び医師の説明あり。土曜日は検査のみ。

○検査対象者…平成４年４月２日から平成

23 年３月

び上記対象日までに生まれた飯舘村民

あづま脳神経外科病院（

…甲状腺超音波（エコー）検査１人あたり

全額村負担) 

…検査を希望される方は、健康係まで申し込んでください。

いちばん館☎

「体力･運動能力測定会」
自分の体力･運動能力がどれくらいあるか知っていますか。

で、色々な体力を測ることができ

トレーニングルーム利用説明会

午前９時～午前

所…いいたてスポーツ公園 

目…握力･上体起こし･長座体前屈･反復横とび

物…運動靴（外履き）、タオル、飲み物

○申し込み…参加希望の方はスポーツ公園へお申込みください。

スポーツ公園☎0244-42

までいの里の健康運動塾のおしらせ
「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！どなたでも参加

できますので、ぜひ教室にご参加下さい！

②８月 21

（運動強度：強）②介護予防

所…交流センター「ふれ愛館」

滝口義光先生（ﾔｺﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ所属）

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装③運動靴

いちばん館☎024

いいたてクリニックの診療日時 毎週火・木曜日

 第

飯舘村敬老会を開催
飯舘村敬老会を下記により開催いたします。

状をお送りしますので、ぜひ、ご出席ください。当日はお笑いコンビ「母

ます。おたのしみに！

30 分 

伊丹沢字山田 380

ては、下記にお問い合わせください。

0244-42-

村有財産売払いについて
村では、村有財産を下記日程で入札により売払います。

○物件…旧仮設小学校校舎跡地（川俣町飯坂字上中居

保証金 450

 ○入札

総務課財政係までお問い合わせください

 

県外避難の方の健康診査のお知らせ
の医療機関で健診が受けられます。

７月中旬に案内を個別通知しています。

必ず医療機関に予約をしてから受診してください

なお、県外での健康診査を希望される方で案内が届かない方

連絡ください。 

☎0244-42

甲状腺検査の実施について
村では、子どもたちの健康を継続的に見守り、本人や保護者の

するよう、甲状腺検査を実施します。希望の方は、健康係まで申

受付：午後３時～午後４時３０分

８月１０日（土）、８月１７日（土） 受付：午後１時～午後

※水曜日は検査及び医師の説明あり。土曜日は検査のみ。

○検査対象者…平成４年４月２日から平成24

年３月 11 日に村に住所を有していた方及

び上記対象日までに生まれた飯舘村民

あづま脳神経外科病院（福島市大森

…甲状腺超音波（エコー）検査１人あたり

…検査を希望される方は、健康係まで申し込んでください。

いちばん館☎0244-4

「体力･運動能力測定会」
自分の体力･運動能力がどれくらいあるか知っていますか。

で、色々な体力を測ることができ

トレーニングルーム利用説明会

午前９時～午前

 

目…握力･上体起こし･長座体前屈･反復横とび

物…運動靴（外履き）、タオル、飲み物

○申し込み…参加希望の方はスポーツ公園へお申込みください。

42-0152）

までいの里の健康運動塾のおしらせ
「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！どなたでも参加

できますので、ぜひ教室にご参加下さい！ 

21 日（水）

（運動強度：強）②介護予防

所…交流センター「ふれ愛館」 

滝口義光先生（ﾔｺﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ所属）

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装③運動靴

0244-42-1637)

毎週火・木曜日

第 921

飯舘村敬老会を開催します
飯舘村敬老会を下記により開催いたします。敬老者の皆さんには

状をお送りしますので、ぜひ、ご出席ください。当日はお笑いコンビ「母

ます。おたのしみに！

380 番地

ては、下記にお問い合わせください。

-1633）

村有財産売払いについて
村では、村有財産を下記日程で入札により売払います。

○物件…旧仮設小学校校舎跡地（川俣町飯坂字上中居

450 万円以上

○入札場所…

総務課財政係までお問い合わせください

県外避難の方の健康診査のお知らせ
の医療機関で健診が受けられます。

通知しています。

必ず医療機関に予約をしてから受診してください

で案内が届かない方

42-1638

甲状腺検査の実施について
村では、子どもたちの健康を継続的に見守り、本人や保護者の

するよう、甲状腺検査を実施します。希望の方は、健康係まで申

受付：午後３時～午後４時３０分

受付：午後１時～午後

※水曜日は検査及び医師の説明あり。土曜日は検査のみ。

24年４月１日までに生まれた

日に村に住所を有していた方及

び上記対象日までに生まれた飯舘村民

福島市大森）

…甲状腺超音波（エコー）検査１人あたり

…検査を希望される方は、健康係まで申し込んでください。

42-1637

「体力･運動能力測定会」
自分の体力･運動能力がどれくらいあるか知っていますか。

で、色々な体力を測ることができます。

トレーニングルーム利用説明会

午前９時～午前 11 時 30

目…握力･上体起こし･長座体前屈･反復横とび

物…運動靴（外履き）、タオル、飲み物 

○申し込み…参加希望の方はスポーツ公園へお申込みください。

） 

までいの里の健康運動塾のおしらせ
「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！どなたでも参加

日（水） 午前 10

（運動強度：強）②介護予防

滝口義光先生（ﾔｺﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ所属）

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装③運動靴

1637) 

毎週火・木曜日

921 号 令和元

します！
敬老者の皆さんには

状をお送りしますので、ぜひ、ご出席ください。当日はお笑いコンビ「母

ます。おたのしみに！ 

番地） 

ては、下記にお問い合わせください。 

） 

村有財産売払いについて 

村では、村有財産を下記日程で入札により売払います。 

○物件…旧仮設小学校校舎跡地（川俣町飯坂字上中居 30 番

万円以上 

場所…村交流センター

総務課財政係までお問い合わせください

県外避難の方の健康診査のお知らせ
の医療機関で健診が受けられます。

通知しています。 

必ず医療機関に予約をしてから受診してください。 
で案内が届かない方

1638） 

甲状腺検査の実施について 

村では、子どもたちの健康を継続的に見守り、本人や保護者の

するよう、甲状腺検査を実施します。希望の方は、健康係まで申

受付：午後３時～午後４時３０分 

受付：午後１時～午後

※水曜日は検査及び医師の説明あり。土曜日は検査のみ。

年４月１日までに生まれた

日に村に住所を有していた方及

び上記対象日までに生まれた飯舘村民 

） 

…甲状腺超音波（エコー）検査１人あたり 15 分程度

…検査を希望される方は、健康係まで申し込んでください。

1637） 

「体力･運動能力測定会」
自分の体力･運動能力がどれくらいあるか知っていますか。

ます。 

トレーニングルーム利用説明会も実施します。

30 分 

目…握力･上体起こし･長座体前屈･反復横とび、シャトルラン等

○申し込み…参加希望の方はスポーツ公園へお申込みください。

までいの里の健康運動塾のおしらせ
「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！どなたでも参加

10 時 15 分～午前

（運動強度：強）②介護予防（運動強度：弱）

滝口義光先生（ﾔｺﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ所属）

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装③運動靴 

毎週火・木曜日 午前９時～正午（受付は午前８時

令和元年８

！  
敬老者の皆さんには

状をお送りしますので、ぜひ、ご出席ください。当日はお笑いコンビ「母

 

番２ほか

村交流センター「ふれ愛館

総務課財政係までお問い合わせください

県外避難の方の健康診査のお知らせ  
の医療機関で健診が受けられます。

で案内が届かない方は、お手

 

村では、子どもたちの健康を継続的に見守り、本人や保護者の

するよう、甲状腺検査を実施します。希望の方は、健康係まで申

受付：午後１時～午後３時３０分

※水曜日は検査及び医師の説明あり。土曜日は検査のみ。

年４月１日までに生まれた

日に村に住所を有していた方及

分程度(説明含

…検査を希望される方は、健康係まで申し込んでください。

「体力･運動能力測定会」
自分の体力･運動能力がどれくらいあるか知っていますか。

も実施します。

、シャトルラン等

○申し込み…参加希望の方はスポーツ公園へお申込みください。 

までいの里の健康運動塾のおしらせ  
「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！どなたでも参加

分～午前 11 時

（運動強度：弱）

滝口義光先生（ﾔｺﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ所属）

午前９時～正午（受付は午前８時

８月５日 

敬老者の皆さんには招待

状をお送りしますので、ぜひ、ご出席ください。当日はお笑いコンビ「母

ほか） 

ふれ愛館」 

総務課財政係までお問い合わせください。

 
の医療機関で健診が受けられます。

は、お手

村では、子どもたちの健康を継続的に見守り、本人や保護者の皆さま

するよう、甲状腺検査を実施します。希望の方は、健康係まで申

３時３０分 

※水曜日は検査及び医師の説明あり。土曜日は検査のみ。 

年４月１日までに生まれた 

日に村に住所を有していた方及

説明含) 

…検査を希望される方は、健康係まで申し込んでください。 

「体力･運動能力測定会」 

自分の体力･運動能力がどれくらいあるか知っていますか。

も実施します。 

、シャトルラン等 

 

 
「健康のために身体を動かしたい」と思っている方！どなたでも参加

時 45 分 

（運動強度：弱） 

滝口義光先生（ﾔｺﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ所属） 

午前９時～正午（受付は午前８時

 村では、臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行います。

○日 

○場 

○料 

○収集する物

布団、タンス、書棚等生活に使用するごみで指定ごみ袋に入らない物

○収集できない物

自動車部品、廃タイヤ、廃材等産業廃棄物にあたる物、農業用品、可燃・不

燃のごみ袋に入る物、事業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレ

ビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機

器  等

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーシ

ョンでのご対応をお願いします。

問住民課住民係（☎

 

 

 

。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

あなただけの
 村では、これまで大切に歩んできた自分の人生を、自分のため、家族

のために本にする方を支援します。まずは、お問い合わせください。

○対 象

○補助要件…民間の出版社や新聞社などを活用して作成する自分史づく

○募集人数…３名（応募者多数の場合は、抽選となりますのでご了承く

○募集期間…

○申請方法…

問・申込

農による生きがい再生支援事業申請は
生きがい農業

生支援事業（補助対象経費×補助率

請〆切は

で、事業の活用を希望する方は下記にご留意の上、農政第一

して下さい。

補助要件（抜粋）

① 年度内に村内の農用地で

② 村が補助金の交付決定を通知した日以降の購入品

③ 以前にこの事業の補助金を受けていないこと

④ 村税等の滞納がないこと

※7月１日（月）から村商工会で販売されている「プレミアム商品券」で

購入したもの

て補助金を計算します。

問復興対策課農政第一係（☎

農業
なりわい農業

を支援する「原子力被災

称：４分の３事業）の

来年の春以降の

書、カタログ等をご準備の上、村農政第一係まで提出

年度の作付けのための申請受付は第２回目で終了しています。）

問復興対策課

今年度の農振除外申請期限は
今年度の申請期限は

のないようにご注意ください。

問復興対策課農政第一係（☎

 村では、オイルキャンドル教室を開催します。オイルとドライフラワ

ーを使って、オリジナルオイルキャンドルを作ってみませんか。

○日  

○場  

○参 加

※参加

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

粗大ごみの受け入れを行います
村では、臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行います。

 時…９月

 所…飯舘クリアセンター（☎

 金…無料

○収集する物

布団、タンス、書棚等生活に使用するごみで指定ごみ袋に入らない物

○収集できない物

自動車部品、廃タイヤ、廃材等産業廃棄物にあたる物、農業用品、可燃・不

燃のごみ袋に入る物、事業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレ

ビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機

等 

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーシ

ョンでのご対応をお願いします。

住民課住民係（☎

あなただけの
村では、これまで大切に歩んできた自分の人生を、自分のため、家族

のために本にする方を支援します。まずは、お問い合わせください。

象 者…①村民であること。

○補助要件…民間の出版社や新聞社などを活用して作成する自分史づく

○募集人数…３名（応募者多数の場合は、抽選となりますのでご了承く

○募集期間…

○申請方法…

問・申込生涯学習課

農による生きがい再生支援事業申請は
生きがい農業

生支援事業（補助対象経費×補助率

請〆切は 9 月

で、事業の活用を希望する方は下記にご留意の上、農政第一

して下さい。

補助要件（抜粋）

年度内に村内の農用地で

村が補助金の交付決定を通知した日以降の購入品

以前にこの事業の補助金を受けていないこと

村税等の滞納がないこと

月１日（月）から村商工会で販売されている「プレミアム商品券」で

購入したもの

て補助金を計算します。

復興対策課農政第一係（☎

農業 4 分の
なりわい農業

を支援する「原子力被災

称：４分の３事業）の

来年の春以降の

書、カタログ等をご準備の上、村農政第一係まで提出

年度の作付けのための申請受付は第２回目で終了しています。）

復興対策課

今年度の農振除外申請期限は
今年度の申請期限は

のないようにご注意ください。

復興対策課農政第一係（☎

「オイルキャンドル教室」
村では、オイルキャンドル教室を開催します。オイルとドライフラワ

ーを使って、オリジナルオイルキャンドルを作ってみませんか。

  時…

  所…

加 費…

※参加希望の

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

粗大ごみの受け入れを行います
村では、臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行います。

９月 29 日（日）

所…飯舘クリアセンター（☎

金…無料 

○収集する物 

布団、タンス、書棚等生活に使用するごみで指定ごみ袋に入らない物

○収集できない物 

自動車部品、廃タイヤ、廃材等産業廃棄物にあたる物、農業用品、可燃・不

燃のごみ袋に入る物、事業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレ

ビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーシ

ョンでのご対応をお願いします。

住民課住民係（☎

あなただけの
村では、これまで大切に歩んできた自分の人生を、自分のため、家族

のために本にする方を支援します。まずは、お問い合わせください。

者…①村民であること。

○補助要件…民間の出版社や新聞社などを活用して作成する自分史づく

りを支援します。（例：

一部を村が

○募集人数…３名（応募者多数の場合は、抽選となりますのでご了承く

ださい）

○募集期間…８月５日（月）～８月

○申請方法…電話での申し込みになります。

問い合わせください。

生涯学習課

農による生きがい再生支援事業申請は
生きがい農業（自家用野菜栽培など）を支援する「農による生きがい再

生支援事業（補助対象経費×補助率

月 30 日（月）

で、事業の活用を希望する方は下記にご留意の上、農政第一

して下さい。 

補助要件（抜粋） 

年度内に村内の農用地で

村が補助金の交付決定を通知した日以降の購入品

以前にこの事業の補助金を受けていないこと

村税等の滞納がないこと

月１日（月）から村商工会で販売されている「プレミアム商品券」で

購入したもの(農機具・肥料等

て補助金を計算します。

復興対策課農政第一係（☎

分の 3 事業の第３回申請は
なりわい農業（販売を目的とした農業）に要する農機・施設等の導入等

を支援する「原子力被災

称：４分の３事業）の

来年の春以降の作付け

書、カタログ等をご準備の上、村農政第一係まで提出

年度の作付けのための申請受付は第２回目で終了しています。）

復興対策課農政第一係（☎

今年度の農振除外申請期限は
今年度の申請期限は

のないようにご注意ください。

復興対策課農政第一係（☎

「オイルキャンドル教室」
村では、オイルキャンドル教室を開催します。オイルとドライフラワ

ーを使って、オリジナルオイルキャンドルを作ってみませんか。

時…９月 10

所…交流センター「ふれ愛館」○定員…

費…2,700 円（材料費）

希望の方は９月

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

粗大ごみの受け入れを行います
村では、臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行います。

日（日） 

所…飯舘クリアセンター（☎

布団、タンス、書棚等生活に使用するごみで指定ごみ袋に入らない物

自動車部品、廃タイヤ、廃材等産業廃棄物にあたる物、農業用品、可燃・不

燃のごみ袋に入る物、事業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレ

ビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーシ

ョンでのご対応をお願いします。

住民課住民係（☎0244-42

あなただけの自分史づくりを支援します
村では、これまで大切に歩んできた自分の人生を、自分のため、家族

のために本にする方を支援します。まずは、お問い合わせください。

者…①村民であること。

○補助要件…民間の出版社や新聞社などを活用して作成する自分史づく

を支援します。（例：

一部を村が 10

○募集人数…３名（応募者多数の場合は、抽選となりますのでご了承く

ださい） 

８月５日（月）～８月

電話での申し込みになります。

問い合わせください。

生涯学習課（交流センターふれ愛館☎

農による生きがい再生支援事業申請は
（自家用野菜栽培など）を支援する「農による生きがい再

生支援事業（補助対象経費×補助率

日（月）です。この事業は

で、事業の活用を希望する方は下記にご留意の上、農政第一

年度内に村内の農用地で

村が補助金の交付決定を通知した日以降の購入品

以前にこの事業の補助金を受けていないこと

村税等の滞納がないこと

月１日（月）から村商工会で販売されている「プレミアム商品券」で

農機具・肥料等

て補助金を計算します。(詳細は申請時に説明致します。

復興対策課農政第一係（☎

事業の第３回申請は
（販売を目的とした農業）に要する農機・施設等の導入等

を支援する「原子力被災 12

称：４分の３事業）の第３回目の受付を開始します。

作付けを予定している方は、

書、カタログ等をご準備の上、村農政第一係まで提出

年度の作付けのための申請受付は第２回目で終了しています。）

農政第一係（☎

今年度の農振除外申請期限は
今年度の申請期限は 10 月

のないようにご注意ください。

復興対策課農政第一係（☎

「オイルキャンドル教室」
村では、オイルキャンドル教室を開催します。オイルとドライフラワ

ーを使って、オリジナルオイルキャンドルを作ってみませんか。

10 日（火）

交流センター「ふれ愛館」○定員…

円（材料費）

月２日（月）まで

生涯学習課（交流センターふれ愛館

分～午前 11

粗大ごみの受け入れを行います
村では、臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行います。

  午前９時～午後２時

所…飯舘クリアセンター（☎

布団、タンス、書棚等生活に使用するごみで指定ごみ袋に入らない物

自動車部品、廃タイヤ、廃材等産業廃棄物にあたる物、農業用品、可燃・不

燃のごみ袋に入る物、事業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレ

ビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーシ

ョンでのご対応をお願いします。 

42-1618

自分史づくりを支援します
村では、これまで大切に歩んできた自分の人生を、自分のため、家族

のために本にする方を支援します。まずは、お問い合わせください。

者…①村民であること。②年齢が

○補助要件…民間の出版社や新聞社などを活用して作成する自分史づく

を支援します。（例：

10 万円補助します

○募集人数…３名（応募者多数の場合は、抽選となりますのでご了承く

８月５日（月）～８月 21

電話での申し込みになります。

問い合わせください。

（交流センターふれ愛館☎

農による生きがい再生支援事業申請は
（自家用野菜栽培など）を支援する「農による生きがい再

生支援事業（補助対象経費×補助率

です。この事業は

で、事業の活用を希望する方は下記にご留意の上、農政第一

年度内に村内の農用地で、作付け状況が確認できる

村が補助金の交付決定を通知した日以降の購入品

以前にこの事業の補助金を受けていないこと

村税等の滞納がないこと 

月１日（月）から村商工会で販売されている「プレミアム商品券」で

農機具・肥料等)はプレミアム分を補助対象事業費から控除

詳細は申請時に説明致します。

復興対策課農政第一係（☎0244-

事業の第３回申請は
（販売を目的とした農業）に要する農機・施設等の導入等

12 市町村農業者支援事業（県直接補助）」（通

第３回目の受付を開始します。

を予定している方は、

書、カタログ等をご準備の上、村農政第一係まで提出

年度の作付けのための申請受付は第２回目で終了しています。）

農政第一係（☎0244-

今年度の農振除外申請期限は
月 31 日（木）の１回

のないようにご注意ください。 

復興対策課農政第一係（☎0244-

「オイルキャンドル教室」
村では、オイルキャンドル教室を開催します。オイルとドライフラワ

ーを使って、オリジナルオイルキャンドルを作ってみませんか。

日（火） 午後１時

交流センター「ふれ愛館」○定員…

円（材料費） 

日（月）までに生涯学習課へお申込みください

生涯学習課（交流センターふれ愛館

11 時 30

粗大ごみの受け入れを行います
村では、臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行います。

午前９時～午後２時

所…飯舘クリアセンター（☎0244-

布団、タンス、書棚等生活に使用するごみで指定ごみ袋に入らない物

自動車部品、廃タイヤ、廃材等産業廃棄物にあたる物、農業用品、可燃・不

燃のごみ袋に入る物、事業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレ

ビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーシ

 

1618） 

自分史づくりを支援します
村では、これまで大切に歩んできた自分の人生を、自分のため、家族

のために本にする方を支援します。まずは、お問い合わせください。

②年齢が

○補助要件…民間の出版社や新聞社などを活用して作成する自分史づく

を支援します。（例：15 冊程で

万円補助します

○募集人数…３名（応募者多数の場合は、抽選となりますのでご了承く

21 日（水）

電話での申し込みになります。

問い合わせください。 

（交流センターふれ愛館☎

農による生きがい再生支援事業申請は
（自家用野菜栽培など）を支援する「農による生きがい再

生支援事業（補助対象経費×補助率 50％【上限

です。この事業は今年度が最終年度

で、事業の活用を希望する方は下記にご留意の上、農政第一

作付け状況が確認できる

村が補助金の交付決定を通知した日以降の購入品

以前にこの事業の補助金を受けていないこと

月１日（月）から村商工会で販売されている「プレミアム商品券」で

プレミアム分を補助対象事業費から控除

詳細は申請時に説明致します。

-42-1621

事業の第３回申請は
（販売を目的とした農業）に要する農機・施設等の導入等

市町村農業者支援事業（県直接補助）」（通

第３回目の受付を開始します。

を予定している方は、

書、カタログ等をご準備の上、村農政第一係まで提出

年度の作付けのための申請受付は第２回目で終了しています。）

-42-1621

今年度の農振除外申請期限は
日（木）の１回

-42-1621

「オイルキャンドル教室」
村では、オイルキャンドル教室を開催します。オイルとドライフラワ

ーを使って、オリジナルオイルキャンドルを作ってみませんか。

午後１時 30

交流センター「ふれ愛館」○定員…

 ○準 備

に生涯学習課へお申込みください

生涯学習課（交流センターふれ愛館☎0244

30 分）☎

粗大ごみの受け入れを行います
村では、臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行います。

午前９時～午後２時 

-42-1588

布団、タンス、書棚等生活に使用するごみで指定ごみ袋に入らない物

自動車部品、廃タイヤ、廃材等産業廃棄物にあたる物、農業用品、可燃・不

燃のごみ袋に入る物、事業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレ

ビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーシ

自分史づくりを支援します
村では、これまで大切に歩んできた自分の人生を、自分のため、家族

のために本にする方を支援します。まずは、お問い合わせください。

②年齢が 70 代以降の方。

○補助要件…民間の出版社や新聞社などを活用して作成する自分史づく

冊程で約

万円補助します。 

○募集人数…３名（応募者多数の場合は、抽選となりますのでご了承く

日（水） 

電話での申し込みになります。詳しくは、生涯学習課へお

（交流センターふれ愛館☎0244

農による生きがい再生支援事業申請は
（自家用野菜栽培など）を支援する「農による生きがい再

％【上限 50

今年度が最終年度

で、事業の活用を希望する方は下記にご留意の上、農政第一

作付け状況が確認できる

村が補助金の交付決定を通知した日以降の購入品

以前にこの事業の補助金を受けていないこと 

月１日（月）から村商工会で販売されている「プレミアム商品券」で

プレミアム分を補助対象事業費から控除

詳細は申請時に説明致します。

1621） 

事業の第３回申請は 8
（販売を目的とした農業）に要する農機・施設等の導入等

市町村農業者支援事業（県直接補助）」（通

第３回目の受付を開始します。（

を予定している方は、８月

書、カタログ等をご準備の上、村農政第一係まで提出

年度の作付けのための申請受付は第２回目で終了しています。）

1621） 

今年度の農振除外申請期限は 10 月
日（木）の１回のみとなります。申請もれ

1621） 

「オイルキャンドル教室」 参加者募集
村では、オイルキャンドル教室を開催します。オイルとドライフラワ

ーを使って、オリジナルオイルキャンドルを作ってみませんか。

30 分～午後３時

交流センター「ふれ愛館」○定員…

備 物…はさみ・ピンセット

に生涯学習課へお申込みください

0244-42-

分）☎0244-68

粗大ごみの受け入れを行います
村では、臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行います。

 

1588）  

布団、タンス、書棚等生活に使用するごみで指定ごみ袋に入らない物

自動車部品、廃タイヤ、廃材等産業廃棄物にあたる物、農業用品、可燃・不

燃のごみ袋に入る物、事業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレ

ビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーシ

自分史づくりを支援します
村では、これまで大切に歩んできた自分の人生を、自分のため、家族

のために本にする方を支援します。まずは、お問い合わせください。

代以降の方。

○補助要件…民間の出版社や新聞社などを活用して作成する自分史づく

約 30 万円）その経費の

○募集人数…３名（応募者多数の場合は、抽選となりますのでご了承く

詳しくは、生涯学習課へお

0244-42-

農による生きがい再生支援事業申請は 9 月 30
（自家用野菜栽培など）を支援する「農による生きがい再

50 万円】）の今年度の

今年度が最終年度

で、事業の活用を希望する方は下記にご留意の上、農政第一

作付け状況が確認できる取組みであること

村が補助金の交付決定を通知した日以降の購入品であること

 

月１日（月）から村商工会で販売されている「プレミアム商品券」で

プレミアム分を補助対象事業費から控除

詳細は申請時に説明致します。

8 月 30
（販売を目的とした農業）に要する農機・施設等の導入等

市町村農業者支援事業（県直接補助）」（通

第３回目の受付を開始します。（県申請受付は年４回）

８月 30 日

書、カタログ等をご準備の上、村農政第一係まで提出してください。（今

年度の作付けのための申請受付は第２回目で終了しています。）

月 31
のみとなります。申請もれ

参加者募集
村では、オイルキャンドル教室を開催します。オイルとドライフラワ

ーを使って、オリジナルオイルキャンドルを作ってみませんか。

分～午後３時 

交流センター「ふれ愛館」○定員…20 名（男女問わず）

物…はさみ・ピンセット

に生涯学習課へお申込みください

-0072）

68-2277 

粗大ごみの受け入れを行います 
村では、臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行います。

 

布団、タンス、書棚等生活に使用するごみで指定ごみ袋に入らない物

自動車部品、廃タイヤ、廃材等産業廃棄物にあたる物、農業用品、可燃・不

燃のごみ袋に入る物、事業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレ

ビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機

※２㌧トラックを超えるトラックによる搬入はできません。 

※搬入できないごみについてはお持ち帰りいただきます。 

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーシ

自分史づくりを支援します
村では、これまで大切に歩んできた自分の人生を、自分のため、家族

のために本にする方を支援します。まずは、お問い合わせください。

代以降の方。 

○補助要件…民間の出版社や新聞社などを活用して作成する自分史づく

万円）その経費の

○募集人数…３名（応募者多数の場合は、抽選となりますのでご了承く

詳しくは、生涯学習課へお

-0072）

30 日（月）ま
（自家用野菜栽培など）を支援する「農による生きがい再

万円】）の今年度の

今年度が最終年度となりますの

で、事業の活用を希望する方は下記にご留意の上、農政第一係まで申請

取組みであること

であること 

月１日（月）から村商工会で販売されている「プレミアム商品券」で

プレミアム分を補助対象事業費から控除

詳細は申請時に説明致します。) 

30 日（金）ま
（販売を目的とした農業）に要する農機・施設等の導入等

市町村農業者支援事業（県直接補助）」（通

申請受付は年４回）

日(金)まで

してください。（今

年度の作付けのための申請受付は第２回目で終了しています。）

31 日（木）ま
のみとなります。申請もれ

参加者募集
村では、オイルキャンドル教室を開催します。オイルとドライフラワ

ーを使って、オリジナルオイルキャンドルを作ってみませんか。

 

名（男女問わず）

物…はさみ・ピンセット

に生涯学習課へお申込みください

） 

 

村では、臨時で家庭の中にある粗大ごみ受け入れを行います。 

布団、タンス、書棚等生活に使用するごみで指定ごみ袋に入らない物 

自動車部品、廃タイヤ、廃材等産業廃棄物にあたる物、農業用品、可燃・不

燃のごみ袋に入る物、事業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレ

ビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機

 

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーシ

自分史づくりを支援します！ 

村では、これまで大切に歩んできた自分の人生を、自分のため、家族

のために本にする方を支援します。まずは、お問い合わせください。 

○補助要件…民間の出版社や新聞社などを活用して作成する自分史づく

万円）その経費の

○募集人数…３名（応募者多数の場合は、抽選となりますのでご了承く

詳しくは、生涯学習課へお

） 

日（月）ま
（自家用野菜栽培など）を支援する「農による生きがい再

万円】）の今年度の

なりますの

係まで申請

取組みであること

 

月１日（月）から村商工会で販売されている「プレミアム商品券」で

プレミアム分を補助対象事業費から控除

日（金）ま
（販売を目的とした農業）に要する農機・施設等の導入等

市町村農業者支援事業（県直接補助）」（通

申請受付は年４回）

までに見積

してください。（今

年度の作付けのための申請受付は第２回目で終了しています。） 

日（木）ま
のみとなります。申請もれ

参加者募集! 
村では、オイルキャンドル教室を開催します。オイルとドライフラワ

ーを使って、オリジナルオイルキャンドルを作ってみませんか。 

名（男女問わず）

物…はさみ・ピンセット 

に生涯学習課へお申込みください 

自動車部品、廃タイヤ、廃材等産業廃棄物にあたる物、農業用品、可燃・不

燃のごみ袋に入る物、事業所からのごみ、液体、家電４品目（エアコン、テレ

ビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）、パソコン・携帯電話等の小型電子機

※長泥行政区の皆さまにつきましては、片づけごみとしてごみステーシ

 

村では、これまで大切に歩んできた自分の人生を、自分のため、家族

 

○補助要件…民間の出版社や新聞社などを活用して作成する自分史づく 

万円）その経費の 

○募集人数…３名（応募者多数の場合は、抽選となりますのでご了承く 

詳しくは、生涯学習課へお

日（月）まで 

（自家用野菜栽培など）を支援する「農による生きがい再

万円】）の今年度の申

なりますの

係まで申請

取組みであること 

月１日（月）から村商工会で販売されている「プレミアム商品券」で

プレミアム分を補助対象事業費から控除し

日（金）まで  

（販売を目的とした農業）に要する農機・施設等の導入等

市町村農業者支援事業（県直接補助）」（通

申請受付は年４回） 

に見積

してください。（今

日（木）まで  

のみとなります。申請もれ

村では、オイルキャンドル教室を開催します。オイルとドライフラワ

名（男女問わず） 

 



○勤務条件等

○

○

○

※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

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…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

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 

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…随時受け付け

試 験 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

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

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

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

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…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

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

伊丹沢字山田

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

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

扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり

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 

山田地内 

関沢字中頃地内 

小宮字曲田地内 

八木沢字上八木沢地内 

大倉字湯舟地内 

佐須字佐須地内 

草野字柏塚地内 

飯樋字下桶地内地内 

飯樋字一ノ関地内 

飯樋字笠石地内 

飯樋字原地内 

比曽字比曽地内 

長泥字長泥地内 

蕨平字木戸地内 

松塚字神田地内 

臼石字町地内 

前田字福田地内 

二枚橋字町地内 

及び１cm

小字地内 

草野字大師堂地内 

深谷字大森地内 

山田地内 

関沢字中頃地内 

小宮字曲田地内 

芦原白金地内 

大倉字大倉地内 

佐須字虎捕地内 

草野字大坂地内 

飯樋字町地内 

飯樋字割木地内 

飯樋字笠石地内 

飯樋字宮仲地内 

比曽字中比曽地内 

長泥字曲田地内 

蕨平字蕨平地内 

関根字押木内地内 

臼石字菅田地内 

前田字古今明地内 

須萱字水上地内 

条件資格免許等

介護福祉士

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～ 

パート（時給：資格無 800 円～

扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり

午前８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。

時です。※は除染

cm の高さで測定）

７月

１ｍ

 0.22

0.31

 0.26

0.20

0.28

 0.27

0.18

0.20

0.11

 0.30

 0.15

0.27

0.22

0.37

1.75

0.39

0.15

0.35

0.33

0.23

cm の高さで測定）

７月

１ｍ

 0.17

0.23

 0.12

0.21

0.25

0.15

0.11

0.24

0.18

0.16

0.22

0.18

0.11

 0.16

1.63

0.29

 0.15

0.19

 0.18

0.12

条件資格免許等 

介護福祉士 

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）

円～ 資格有

扶養手当、時間外手当、夜勤手当等あり

時 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 19 日（曇

ｍ １

0.22 0.24

0.31 0.30

0.26 0.26

0.20 0.16

0.28 0.31

0.27 0.29

0.18 0.16

0.20 0.18

0.11 0.12

0.30 0.28

0.15 0.12

0.27 0.26

0.22 0.21

0.37 0.41

1.75 2.42

0.39 0.35

0.15 0.17

0.35 0.37

0.33 0.26

0.23 0.25

の高さで測定）

月 19 日（曇）

１ｍ １

0.17 0.20

0.23 0.26

0.12 0.12

0.21 0.21

0.25 0.21

0.15 0.14

0.11 0.11

0.24 0.20

0.18 0.16

0.16 0.16

0.22 0.18

0.18 0.16

0.11 0.10

0.16 0.14

1.63 1.7

0.29 0.27

0.15 0.14

0.19 0.18

0.18 0.16

0.12 0.11

 採用人員

５名

 ５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（曇） 

１cｍ 

0.24 

0.30 

0.26 

0.16 

0.31 

0.29 

0.16 

0.18 

0.12 

0.28 

0.12 

0.26 

0.21 

0.41 

2.42 

0.35 

0.17 

0.37 

0.26 

0.25 

の高さで測定） 

（曇） 

１cm 

0.20 

0.26 

0.12 

0.21 

0.21 

0.14 

0.11 

0.20 

0.16 

0.16 

0.18 

0.16 

0.10 

0.14 

1.7 

0.27 

0.14 

0.18 

0.16 

0.11 

人員 

５名 いいたて

５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４

１ｍ 

0.20 

0.22 

0.21 

0.20 

0.30 

0.25 

0.17 

0.18 

0.12 

0.22 

0.15 

0.31 

0.26 

0.34 

1.73 

0.34 

0.16 

0.37 

0.30 

0.22 

７月４

１ｍ 

0.16 

0.21 

0.11 

0.21 

0.25 

0.17 

0.12 

0.23 

0.20 

0.18 

0.22 

0.17 

0.10 

0.17 

1.47 

0.30 

0.16 

0.20 

0.19 

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～）※正職登用あり

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。

。 

４日 

１cm 

0.21 

0.20 

0.22 

0.19 

0.31 

0.26 

0.18 

0.18 

0.13 

0.23 

0.13 

0.33 

0.24 

0.33 

2.47 

0.35 

0.16 

0.39 

0.31 

0.24 

４日 

１cm 

0.15 

0.23 

0.13 

0.20 

0.25 

0.17 

0.11 

0.23 

0.17 

0.19 

0.20 

0.18 

0.10 

0.17 

2.38 

0.29 

0.15 

0.21 

0.16 

0.12 

勤務先 年

いいたて

ホーム 

20 歳以

18 歳以

集 

社会保険加入 

 

正職登用あり 

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。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢 

歳以上 

歳以上 

 

 

 

 

 村では、村民（小学４年生以上）及びいいたてスポーツクラブ員を対

象にいいたてキャンプを開催します。火おこしやはんごう炊飯、バーベ

キューなどで楽しみましょう♪詳しくは、同封チラシをご覧ください。

○日 

○場 

○参加費…大人

※申し込みについては、同封チラシに記入し

てスポーツ公園へお申込みください。

申込・問

村社会福祉協議会では、要支援および要介護者の認定を受けている家

族を自宅で介護している方を対象に、温泉で日頃の疲れを癒したり、介

護者相互の交流を深めたりして、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 

○場 

○参加費…無料

○申込み…

問飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（☎

福島市社会福祉協議会では、

○日 

○会 

○内 

問福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

 福島県司法書士会では、司法書士による不動産や会社の登記、相続・

遺言、お金のトラブル、成年後見などの相談会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 

○会 

○予 

    

問福島県司法書士会事務局

南相馬市飯舘同窓会で

○日 

○会 

問南相馬市飯舘同窓会長（坂本）（

 いいたて未来創造会では、

ラーツ無料体験教室を開催します。世界でひとつのオリジナル器を作り

ましょう！

○日 

○会 

○参加申込…先着

問・申込

そうま地方合唱を楽しむ会
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、

いいたて

おいでくだ

○日 

○場 

問そうま地方合唱を楽しむ会（☎

 個人事業税は、県内に事務所、事業所を設け、物品販

付業など、法律で定められている事業を行う個人が納める

 平成

の納税通知書を

願いします。

納付となります。）

なお、所得税の確定申告時期等によって、納税通知書の発付時期が遅

れることがありますのでご了承ください。

問相双地方振興局県税部課税課事業税チーム

 

夏だ！
村では、村民（小学４年生以上）及びいいたてスポーツクラブ員を対

象にいいたてキャンプを開催します。火おこしやはんごう炊飯、バーベ

キューなどで楽しみましょう♪詳しくは、同封チラシをご覧ください。

 時…８月

 所…宿泊体験館きこり

○参加費…大人

※申し込みについては、同封チラシに記入し

てスポーツ公園へお申込みください。

申込・問いいたてスポーツ公園

「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、温泉で日頃の疲れを癒したり、介

護者相互の交流を深めたりして、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。

 時…９月

 所…そうま温泉天宝の湯（相馬市）

○参加費…無料

○申込み…９月

までお申し込みください。

飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（☎

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、

 時…８月

 場…福島市保健福祉センター５

 容…保育園児との交流

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

司法書士による相談会を開催します
福島県司法書士会では、司法書士による不動産や会社の登記、相続・

遺言、お金のトラブル、成年後見などの相談会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。

 時…８月

 場…村交流センターふれ愛館

 約…８月

    ※予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

福島県司法書士会事務局

グラウンドゴルフ練習会を開催します
南相馬市飯舘同窓会で

 時…８月

 場…南相馬市原町区仲町河川敷

南相馬市飯舘同窓会長（坂本）（

いいたて未来創造会では、

ラーツ無料体験教室を開催します。世界でひとつのオリジナル器を作り

ましょう！ 当日は、ミニマグカップを作製予定となっています。

 時…８月

 場…いいたて村の道の駅までい館

○参加申込…先着

・申込いいたて未来創造の会

そうま地方合唱を楽しむ会
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、

いいたてお母さんコーラスが発表します。美しいハーモニーを楽しみに

おいでください。

 時…９月１日（日）

 所…さくらホール（南相馬市鹿島生涯学習センター）

そうま地方合唱を楽しむ会（☎

令和元年度
個人事業税は、県内に事務所、事業所を設け、物品販

付業など、法律で定められている事業を行う個人が納める

平成 30 年分の所得について課税となる方には、令和元年度個人事業税

の納税通知書を

願いします。（課税額が１万円以上の場合は、８月と

納付となります。）

なお、所得税の確定申告時期等によって、納税通知書の発付時期が遅

れることがありますのでご了承ください。

相双地方振興局県税部課税課事業税チーム

夏だ！
村では、村民（小学４年生以上）及びいいたてスポーツクラブ員を対

象にいいたてキャンプを開催します。火おこしやはんごう炊飯、バーベ

キューなどで楽しみましょう♪詳しくは、同封チラシをご覧ください。

８月 31 日（土）

所…宿泊体験館きこり

○参加費…大人 1,000

※申し込みについては、同封チラシに記入し

てスポーツ公園へお申込みください。

いいたてスポーツ公園

「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、温泉で日頃の疲れを癒したり、介

護者相互の交流を深めたりして、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。

９月 25 日（水）

所…そうま温泉天宝の湯（相馬市）

○参加費…無料 

９月 13 日（金）

までお申し込みください。

飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（☎

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、

８月 28 日（水）

場…福島市保健福祉センター５

保育園児との交流

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

司法書士による相談会を開催します
福島県司法書士会では、司法書士による不動産や会社の登記、相続・

遺言、お金のトラブル、成年後見などの相談会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。

８月 20 日

場…村交流センターふれ愛館

８月 19 日

※予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

福島県司法書士会事務局

グラウンドゴルフ練習会を開催します
南相馬市飯舘同窓会で

月８日（木）

場…南相馬市原町区仲町河川敷

南相馬市飯舘同窓会長（坂本）（

ポーセラーツ無料体験教室！
いいたて未来創造会では、

ラーツ無料体験教室を開催します。世界でひとつのオリジナル器を作り

当日は、ミニマグカップを作製予定となっています。

月 11 日（日

いいたて村の道の駅までい館

○参加申込…先着 20

いいたて未来創造の会

そうま地方合唱を楽しむ会
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、

お母さんコーラスが発表します。美しいハーモニーを楽しみに

さい。 

９月１日（日）

所…さくらホール（南相馬市鹿島生涯学習センター）

そうま地方合唱を楽しむ会（☎

令和元年度
個人事業税は、県内に事務所、事業所を設け、物品販

付業など、法律で定められている事業を行う個人が納める

年分の所得について課税となる方には、令和元年度個人事業税

の納税通知書を８月９日（金）に発付しますので、

（課税額が１万円以上の場合は、８月と

納付となります。） 

なお、所得税の確定申告時期等によって、納税通知書の発付時期が遅

れることがありますのでご了承ください。

相双地方振興局県税部課税課事業税チーム

夏だ！ キャンプだ！
村では、村民（小学４年生以上）及びいいたてスポーツクラブ員を対

象にいいたてキャンプを開催します。火おこしやはんごう炊飯、バーベ

キューなどで楽しみましょう♪詳しくは、同封チラシをご覧ください。

日（土）午後２時集合

所…宿泊体験館きこり

1,000 円、こども

※申し込みについては、同封チラシに記入し

てスポーツ公園へお申込みください。

いいたてスポーツ公園

「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、温泉で日頃の疲れを癒したり、介

護者相互の交流を深めたりして、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（水） 午前９時

所…そうま温泉天宝の湯（相馬市）

日（金）までに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。

飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（☎

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、

日（水） 午前９時

場…福島市保健福祉センター５

保育園児との交流

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

司法書士による相談会を開催します
福島県司法書士会では、司法書士による不動産や会社の登記、相続・

遺言、お金のトラブル、成年後見などの相談会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(火) 午後１時～午後４時

場…村交流センターふれ愛館

日(月)まで

※予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

福島県司法書士会事務局（☎

グラウンドゴルフ練習会を開催します
南相馬市飯舘同窓会では、

日（木） 午前９時～

場…南相馬市原町区仲町河川敷

南相馬市飯舘同窓会長（坂本）（

ポーセラーツ無料体験教室！
いいたて未来創造会では、

ラーツ無料体験教室を開催します。世界でひとつのオリジナル器を作り

当日は、ミニマグカップを作製予定となっています。

日（日） 午前

いいたて村の道の駅までい館

20 人（小学生から参加可）

いいたて未来創造の会

そうま地方合唱を楽しむ会
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、

お母さんコーラスが発表します。美しいハーモニーを楽しみに

９月１日（日） 午後１時～

所…さくらホール（南相馬市鹿島生涯学習センター）

そうま地方合唱を楽しむ会（☎

令和元年度個人事業税の課税のお知らせ
個人事業税は、県内に事務所、事業所を設け、物品販

付業など、法律で定められている事業を行う個人が納める

年分の所得について課税となる方には、令和元年度個人事業税

８月９日（金）に発付しますので、

（課税額が１万円以上の場合は、８月と

 

なお、所得税の確定申告時期等によって、納税通知書の発付時期が遅

れることがありますのでご了承ください。

相双地方振興局県税部課税課事業税チーム

キャンプだ！
村では、村民（小学４年生以上）及びいいたてスポーツクラブ員を対

象にいいたてキャンプを開催します。火おこしやはんごう炊飯、バーベ

キューなどで楽しみましょう♪詳しくは、同封チラシをご覧ください。

午後２時集合

所…宿泊体験館きこり 

円、こども 500

※申し込みについては、同封チラシに記入し

てスポーツ公園へお申込みください。

いいたてスポーツ公園（☎

「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、温泉で日頃の疲れを癒したり、介

護者相互の交流を深めたりして、リフレッシュする場を提供します。気

午前９時

所…そうま温泉天宝の湯（相馬市）

までに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。

飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（☎

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、交流

午前９時

場…福島市保健福祉センター５

保育園児との交流 

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

司法書士による相談会を開催します
福島県司法書士会では、司法書士による不動産や会社の登記、相続・

遺言、お金のトラブル、成年後見などの相談会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。

午後１時～午後４時

場…村交流センターふれ愛館

まで福島県司法書士会に申込みください。

※予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

（☎024

グラウンドゴルフ練習会を開催します
は、練習会の参加者を募集しています。

午前９時～

場…南相馬市原町区仲町河川敷

南相馬市飯舘同窓会長（坂本）（

ポーセラーツ無料体験教室！
いいたて未来創造会では、道の駅で行われるいいたて夏祭りで

ラーツ無料体験教室を開催します。世界でひとつのオリジナル器を作り

当日は、ミニマグカップを作製予定となっています。

午前 10

いいたて村の道の駅までい館

人（小学生から参加可）

いいたて未来創造の会（☎

そうま地方合唱を楽しむ会
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、

お母さんコーラスが発表します。美しいハーモニーを楽しみに

午後１時～

所…さくらホール（南相馬市鹿島生涯学習センター）

そうま地方合唱を楽しむ会（☎0244

個人事業税の課税のお知らせ
個人事業税は、県内に事務所、事業所を設け、物品販

付業など、法律で定められている事業を行う個人が納める

年分の所得について課税となる方には、令和元年度個人事業税

８月９日（金）に発付しますので、

（課税額が１万円以上の場合は、８月と

なお、所得税の確定申告時期等によって、納税通知書の発付時期が遅

れることがありますのでご了承ください。

相双地方振興局県税部課税課事業税チーム

キャンプだ！
村では、村民（小学４年生以上）及びいいたてスポーツクラブ員を対

象にいいたてキャンプを開催します。火おこしやはんごう炊飯、バーベ

キューなどで楽しみましょう♪詳しくは、同封チラシをご覧ください。

午後２時集合 ～

500 円 

※申し込みについては、同封チラシに記入し

てスポーツ公園へお申込みください。 

（☎0244-

「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、温泉で日頃の疲れを癒したり、介

護者相互の交流を深めたりして、リフレッシュする場を提供します。気

午前９時 30 分～午後３時

所…そうま温泉天宝の湯（相馬市）

までに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。 

飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（☎

ホッとサロン「てとて」の開催について
交流イベント

午前９時 30 分～

場…福島市保健福祉センター５階 

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

司法書士による相談会を開催します
福島県司法書士会では、司法書士による不動産や会社の登記、相続・

遺言、お金のトラブル、成年後見などの相談会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。

午後１時～午後４時

場…村交流センターふれ愛館 

福島県司法書士会に申込みください。

※予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

024-534-7502

グラウンドゴルフ練習会を開催します
練習会の参加者を募集しています。

午前９時～ 23 日（金）

場…南相馬市原町区仲町河川敷  

南相馬市飯舘同窓会長（坂本）（☎090-

ポーセラーツ無料体験教室！
道の駅で行われるいいたて夏祭りで

ラーツ無料体験教室を開催します。世界でひとつのオリジナル器を作り

当日は、ミニマグカップを作製予定となっています。

10 時～午後３時

いいたて村の道の駅までい館 

人（小学生から参加可）

（☎080-6007

そうま地方合唱を楽しむ会
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、

お母さんコーラスが発表します。美しいハーモニーを楽しみに

午後１時～ ○入場料…無料

所…さくらホール（南相馬市鹿島生涯学習センター）

0244-36

個人事業税の課税のお知らせ
個人事業税は、県内に事務所、事業所を設け、物品販

付業など、法律で定められている事業を行う個人が納める

年分の所得について課税となる方には、令和元年度個人事業税

８月９日（金）に発付しますので、

（課税額が１万円以上の場合は、８月と

なお、所得税の確定申告時期等によって、納税通知書の発付時期が遅

れることがありますのでご了承ください。

相双地方振興局県税部課税課事業税チーム

キャンプだ！ 全員集合！
村では、村民（小学４年生以上）及びいいたてスポーツクラブ員を対

象にいいたてキャンプを開催します。火おこしやはんごう炊飯、バーベ

キューなどで楽しみましょう♪詳しくは、同封チラシをご覧ください。

～ ９月１日（日）午前

 ○募集人数…

※申し込みについては、同封チラシに記入し８月

-42-0152

「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、温泉で日頃の疲れを癒したり、介

護者相互の交流を深めたりして、リフレッシュする場を提供します。気

分～午後３時

所…そうま温泉天宝の湯（相馬市） ○内

までに飯舘村サポートセンター「つながっぺ」

飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（☎0244

ホッとサロン「てとて」の開催について
イベントを開催しています。

分～ 

 大会議室

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎

司法書士による相談会を開催します
福島県司法書士会では、司法書士による不動産や会社の登記、相続・

遺言、お金のトラブル、成年後見などの相談会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。 

午後１時～午後４時 

福島県司法書士会に申込みください。

※予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

7502） 

グラウンドゴルフ練習会を開催します
練習会の参加者を募集しています。

日（金） 午後１時

-4310-5387

ポーセラーツ無料体験教室！
道の駅で行われるいいたて夏祭りで

ラーツ無料体験教室を開催します。世界でひとつのオリジナル器を作り

当日は、ミニマグカップを作製予定となっています。

午後３時 

 

人（小学生から参加可） 

6007-4785

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、

お母さんコーラスが発表します。美しいハーモニーを楽しみに

○入場料…無料

所…さくらホール（南相馬市鹿島生涯学習センター）

36-0014）

個人事業税の課税のお知らせ
個人事業税は、県内に事務所、事業所を設け、物品販

付業など、法律で定められている事業を行う個人が納める

年分の所得について課税となる方には、令和元年度個人事業税

８月９日（金）に発付しますので、９月２日（月）までに納付をお

（課税額が１万円以上の場合は、８月と

なお、所得税の確定申告時期等によって、納税通知書の発付時期が遅

れることがありますのでご了承ください。 

相双地方振興局県税部課税課事業税チーム（☎

全員集合！
村では、村民（小学４年生以上）及びいいたてスポーツクラブ員を対

象にいいたてキャンプを開催します。火おこしやはんごう炊飯、バーベ

キューなどで楽しみましょう♪詳しくは、同封チラシをご覧ください。

９月１日（日）午前

○募集人数…

８月 23 日（金）まで

0152、FAX

「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、温泉で日頃の疲れを癒したり、介

護者相互の交流を深めたりして、リフレッシュする場を提供します。気

分～午後３時 

○内 容…日帰り温泉

までに飯舘村サポートセンター「つながっぺ」

0244-26-5207

ホッとサロン「てとて」の開催について
を開催しています。

大会議室 （福島市

福島市社会福祉協議会（総務課生活復興支援室☎024-

司法書士による相談会を開催します
福島県司法書士会では、司法書士による不動産や会社の登記、相続・

遺言、お金のトラブル、成年後見などの相談会を下記のとおり開催しま

福島県司法書士会に申込みください。

※予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。

 

グラウンドゴルフ練習会を開催します
練習会の参加者を募集しています。

午後１時

5387） 

ポーセラーツ無料体験教室！
道の駅で行われるいいたて夏祭りで

ラーツ無料体験教室を開催します。世界でひとつのオリジナル器を作り

当日は、ミニマグカップを作製予定となっています。

 

4785） 

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、

お母さんコーラスが発表します。美しいハーモニーを楽しみに

○入場料…無料 

所…さくらホール（南相馬市鹿島生涯学習センター）

） 

個人事業税の課税のお知らせ
個人事業税は、県内に事務所、事業所を設け、物品販

付業など、法律で定められている事業を行う個人が納める

年分の所得について課税となる方には、令和元年度個人事業税

９月２日（月）までに納付をお

（課税額が１万円以上の場合は、８月と 11 月の２回に分けて

なお、所得税の確定申告時期等によって、納税通知書の発付時期が遅

（☎0244-26

全員集合！
村では、村民（小学４年生以上）及びいいたてスポーツクラブ員を対

象にいいたてキャンプを開催します。火おこしやはんごう炊飯、バーベ

キューなどで楽しみましょう♪詳しくは、同封チラシをご覧ください。

９月１日（日）午前 11

○募集人数…20 名 

日（金）まで

FAX0244-42

「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、温泉で日頃の疲れを癒したり、介

護者相互の交流を深めたりして、リフレッシュする場を提供します。気

容…日帰り温泉

までに飯舘村サポートセンター「つながっぺ」

5207） 

ホッとサロン「てとて」の開催について
を開催しています。

（福島市森合町

-533-8881

司法書士による相談会を開催します
福島県司法書士会では、司法書士による不動産や会社の登記、相続・

遺言、お金のトラブル、成年後見などの相談会を下記のとおり開催しま

福島県司法書士会に申込みください。

※予約優先ですが、当日の相談も受け付けます。 

グラウンドゴルフ練習会を開催します
練習会の参加者を募集しています。

午後１時 15 分～

 

ポーセラーツ無料体験教室！ 
道の駅で行われるいいたて夏祭りで

ラーツ無料体験教室を開催します。世界でひとつのオリジナル器を作り

当日は、ミニマグカップを作製予定となっています。

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、

お母さんコーラスが発表します。美しいハーモニーを楽しみに

所…さくらホール（南相馬市鹿島生涯学習センター） 

個人事業税の課税のお知らせ
個人事業税は、県内に事務所、事業所を設け、物品販売業や不動産貸

付業など、法律で定められている事業を行う個人が納める県の税金です。

年分の所得について課税となる方には、令和元年度個人事業税

９月２日（月）までに納付をお

月の２回に分けて

なお、所得税の確定申告時期等によって、納税通知書の発付時期が遅

26-1126

 

村では、村民（小学４年生以上）及びいいたてスポーツクラブ員を対

象にいいたてキャンプを開催します。火おこしやはんごう炊飯、バーベ

キューなどで楽しみましょう♪詳しくは、同封チラシをご覧ください。

11 時半解散

 

日（金）までにいいた

42-1300

「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、温泉で日頃の疲れを癒したり、介

護者相互の交流を深めたりして、リフレッシュする場を提供します。気

容…日帰り温泉 

までに飯舘村サポートセンター「つながっぺ」

 

ホッとサロン「てとて」の開催について 
を開催しています。 

森合町 10-

8881） 

司法書士による相談会を開催します 
福島県司法書士会では、司法書士による不動産や会社の登記、相続・

遺言、お金のトラブル、成年後見などの相談会を下記のとおり開催しま

福島県司法書士会に申込みください。 

グラウンドゴルフ練習会を開催します 
練習会の参加者を募集しています。 

分～ 

道の駅で行われるいいたて夏祭りでポーセ

ラーツ無料体験教室を開催します。世界でひとつのオリジナル器を作り

当日は、ミニマグカップを作製予定となっています。 

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、

お母さんコーラスが発表します。美しいハーモニーを楽しみに

個人事業税の課税のお知らせ 
売業や不動産貸

県の税金です。

年分の所得について課税となる方には、令和元年度個人事業税

９月２日（月）までに納付をお

月の２回に分けて

なお、所得税の確定申告時期等によって、納税通知書の発付時期が遅

1126） 

村では、村民（小学４年生以上）及びいいたてスポーツクラブ員を対

象にいいたてキャンプを開催します。火おこしやはんごう炊飯、バーベ

キューなどで楽しみましょう♪詳しくは、同封チラシをご覧ください。 

解散 

にいいた

1300） 

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、温泉で日頃の疲れを癒したり、介

護者相互の交流を深めたりして、リフレッシュする場を提供します。気

までに飯舘村サポートセンター「つながっぺ」

-1） 

福島県司法書士会では、司法書士による不動産や会社の登記、相続・

遺言、お金のトラブル、成年後見などの相談会を下記のとおり開催しま

ポーセ

ラーツ無料体験教室を開催します。世界でひとつのオリジナル器を作り

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、

お母さんコーラスが発表します。美しいハーモニーを楽しみに

売業や不動産貸

県の税金です。 

年分の所得について課税となる方には、令和元年度個人事業税

９月２日（月）までに納付をお

月の２回に分けて

なお、所得税の確定申告時期等によって、納税通知書の発付時期が遅


