
 

 

 

 
 

村づくりのため、飯舘村第６次総合振興計画策定に関するアンケート調査

を実施しています

された方、ご協力ありがとうございました。まだ提出されていない方には、

急ぎご提出をお願いします。

いいたします。

問

ハロウィンイベントは震災以前に行われていた「かぼちゃランタンづくり

体験」が復活します！

○日

○会

○内

     

□問

 

ます。村民の皆さまの交流の場になれれば嬉しいです。飯舘校生９名、職

員一同、心よりお持ちしております。

○日

○場

問

きますので、ぜひ教室にご参加下さい！

○日

○場

○内

    

○講

○持ち物…①水または麦茶②動きやすい服装③運動靴

問

身体のために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう！

○日

○会

○対

○受診方法…

＊

※

くは同封のチラシをご覧ください。内部被ばく検査も同時に受診できます。

問・申込

いいたてプレミアム付商品券ご利用ください！

せします。

○

（☎

刃物の館やすらぎ工房

（☎

問

村総合振興計画アンケート調査のお願い
村では、

村づくりのため、飯舘村第６次総合振興計画策定に関するアンケート調査

を実施しています

アンケートの締め切りは

された方、ご協力ありがとうございました。まだ提出されていない方には、

急ぎご提出をお願いします。

アンケートを紛失した場合など、お問い合わせは総務課企画係までお願

いいたします。

問総務課企画

村では

ハロウィンイベントは震災以前に行われていた「かぼちゃランタンづくり

体験」が復活します！

村ならではの、までいで、温かなハロウィンを楽しみましょう！

○日 時…

○会 場…交流センターふれ愛館

○内 容…かぼちゃランタンづくり体験ほか

     

□問 復興対策課商工労政

相農飯舘校
 相馬農業高等学校飯舘校では、仮設校舎で７度目となる紅葉祭を開催し

ます。村民の皆さまの交流の場になれれば嬉しいです。飯舘校生９名、職

員一同、心よりお持ちしております。

○日 時…

○場 所…相馬農業高等学校飯舘校仮設校舎

問相馬農業高等学校飯舘校

「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…

○場 所…交流センターふれ愛館

○内 容…①メタボ予防（運動強度：中）②関節痛予防（運動強度：弱）

    

○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

ふれ愛館で子宮がん検診を行います
村では、

身体のために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう！

○日  

○会  

○対  

○受診方法…

＊予約無しでは受診できません。

※受診当日はできるだけスカートをは

くは同封のチラシをご覧ください。内部被ばく検査も同時に受診できます。

問・申込

いいたてプレミアム付商品券ご利用ください！
いいたて

せします。

○いいたての宿

（☎090-

刃物の館やすらぎ工房

（☎0244

問飯舘村商工会

いいたてクリニックの診療日時

村総合振興計画アンケート調査のお願い
では、村に住民票のある中学生以上の村民の皆さんを対象に、今後の

村づくりのため、飯舘村第６次総合振興計画策定に関するアンケート調査

を実施しています

アンケートの締め切りは

された方、ご協力ありがとうございました。まだ提出されていない方には、

急ぎご提出をお願いします。

アンケートを紛失した場合など、お問い合わせは総務課企画係までお願

いいたします。 

総務課企画係（☎

いいたてハロウィンだよ

村では、初めてのハロウィンイベントを開催

ハロウィンイベントは震災以前に行われていた「かぼちゃランタンづくり

体験」が復活します！

村ならではの、までいで、温かなハロウィンを楽しみましょう！

時…11 月３日（日）

場…交流センターふれ愛館

容…かぼちゃランタンづくり体験ほか

     （詳細は村ホームページにて。事前申込制です。）

復興対策課商工労政

相農飯舘校
相馬農業高等学校飯舘校では、仮設校舎で７度目となる紅葉祭を開催し

ます。村民の皆さまの交流の場になれれば嬉しいです。飯舘校生９名、職

員一同、心よりお持ちしております。

時…11 月２日（土）

所…相馬農業高等学校飯舘校仮設校舎

農業高等学校飯舘校

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…①10

  午前

所…交流センターふれ愛館

容…①メタボ予防（運動強度：中）②関節痛予防（運動強度：弱）

      ③熱血教室（運動強度：強）

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

ふれ愛館で子宮がん検診を行います
村では、20 歳以上の女性を対象に子宮がん検診を行います。ご自分の

身体のために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう！

  時…12

  場…交流センター

  象…20

今年度すでに医療機関で受診している方は受診できません。

○受診方法…11

予約無しでは受診できません。

受診当日はできるだけスカートをは

くは同封のチラシをご覧ください。内部被ばく検査も同時に受診できます。

問・申込健康福祉課健康係（いちばん館内☎

いいたてプレミアム付商品券ご利用ください！
いいたてプレミアム付商品券取扱事業所

せします。 

いいたての宿みどりの風

-7072-8231

刃物の館やすらぎ工房

0244-42-0333

飯舘村商工会（☎

いいたてクリニックの診療日時

村総合振興計画アンケート調査のお願い
村に住民票のある中学生以上の村民の皆さんを対象に、今後の

村づくりのため、飯舘村第６次総合振興計画策定に関するアンケート調査

を実施しています。 

アンケートの締め切りは

された方、ご協力ありがとうございました。まだ提出されていない方には、

急ぎご提出をお願いします。

アンケートを紛失した場合など、お問い合わせは総務課企画係までお願

 

係（☎024

いいたてハロウィンだよ

《かぼちゃランタンづくり
初めてのハロウィンイベントを開催

ハロウィンイベントは震災以前に行われていた「かぼちゃランタンづくり

体験」が復活します！ 

村ならではの、までいで、温かなハロウィンを楽しみましょう！

月３日（日）

場…交流センターふれ愛館

容…かぼちゃランタンづくり体験ほか

（詳細は村ホームページにて。事前申込制です。）

復興対策課商工労政

相農飯舘校 70
相馬農業高等学校飯舘校では、仮設校舎で７度目となる紅葉祭を開催し

ます。村民の皆さまの交流の場になれれば嬉しいです。飯舘校生９名、職

員一同、心よりお持ちしております。

月２日（土）

所…相馬農業高等学校飯舘校仮設校舎

農業高等学校飯舘校

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！

10 月 23 日（水）

午前 10 時

所…交流センターふれ愛館

容…①メタボ予防（運動強度：中）②関節痛予防（運動強度：弱）

③熱血教室（運動強度：強）

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(いちばん館内

ふれ愛館で子宮がん検診を行います
歳以上の女性を対象に子宮がん検診を行います。ご自分の

身体のために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう！

12 月３日（火）

場…交流センター

20 歳以上の女性（生年月日が平成

今年度すでに医療機関で受診している方は受診できません。

11 月 29

予約無しでは受診できません。

受診当日はできるだけスカートをは

くは同封のチラシをご覧ください。内部被ばく検査も同時に受診できます。

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

いいたてプレミアム付商品券ご利用ください！
プレミアム付商品券取扱事業所

みどりの風

8231） 

刃物の館やすらぎ工房 

0333） 

（☎0244

いいたてクリニックの診療日時

村総合振興計画アンケート調査のお願い
村に住民票のある中学生以上の村民の皆さんを対象に、今後の

村づくりのため、飯舘村第６次総合振興計画策定に関するアンケート調査

アンケートの締め切りは 10

された方、ご協力ありがとうございました。まだ提出されていない方には、

急ぎご提出をお願いします。 

アンケートを紛失した場合など、お問い合わせは総務課企画係までお願

0244-42-1613

いいたてハロウィンだよ

《かぼちゃランタンづくり
初めてのハロウィンイベントを開催

ハロウィンイベントは震災以前に行われていた「かぼちゃランタンづくり

 

村ならではの、までいで、温かなハロウィンを楽しみましょう！

月３日（日） 午前

場…交流センターふれ愛館

容…かぼちゃランタンづくり体験ほか

（詳細は村ホームページにて。事前申込制です。）

復興対策課商工労政係(☎0244

70 周年記念文化祭「紅葉祭」
相馬農業高等学校飯舘校では、仮設校舎で７度目となる紅葉祭を開催し

ます。村民の皆さまの交流の場になれれば嬉しいです。飯舘校生９名、職

員一同、心よりお持ちしております。

月２日（土） 午前

所…相馬農業高等学校飯舘校仮設校舎

農業高等学校飯舘校 生徒会

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）、

時 15 分～午前

所…交流センターふれ愛館

容…①メタボ予防（運動強度：中）②関節痛予防（運動強度：弱）

③熱血教室（運動強度：強）

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

いちばん館内

ふれ愛館で子宮がん検診を行います
歳以上の女性を対象に子宮がん検診を行います。ご自分の

身体のために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう！

月３日（火） 午後

場…交流センターふれ愛館

歳以上の女性（生年月日が平成

今年度すでに医療機関で受診している方は受診できません。

29 日（金）まで

予約無しでは受診できません。

受診当日はできるだけスカートをは

くは同封のチラシをご覧ください。内部被ばく検査も同時に受診できます。

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

いいたてプレミアム付商品券ご利用ください！
プレミアム付商品券取扱事業所

みどりの風 簡易宿泊所（草野

  

 刃物販売

0244-26-7957

いいたてクリニックの診療日時

村総合振興計画アンケート調査のお願い
村に住民票のある中学生以上の村民の皆さんを対象に、今後の

村づくりのため、飯舘村第６次総合振興計画策定に関するアンケート調査

10 月 21 日（月）となっています。すでに提出

された方、ご協力ありがとうございました。まだ提出されていない方には、

 

アンケートを紛失した場合など、お問い合わせは総務課企画係までお願

1613） 

いいたてハロウィンだよ

《かぼちゃランタンづくり
初めてのハロウィンイベントを開催

ハロウィンイベントは震災以前に行われていた「かぼちゃランタンづくり

村ならではの、までいで、温かなハロウィンを楽しみましょう！

午前 10 時～午後

場…交流センターふれ愛館 

容…かぼちゃランタンづくり体験ほか

（詳細は村ホームページにて。事前申込制です。）

0244-42-

周年記念文化祭「紅葉祭」
相馬農業高等学校飯舘校では、仮設校舎で７度目となる紅葉祭を開催し

ます。村民の皆さまの交流の場になれれば嬉しいです。飯舘校生９名、職

員一同、心よりお持ちしております。

午前 11 時～午後２時

所…相馬農業高等学校飯舘校仮設校舎

生徒会 担当

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！

、②10

分～午前

所…交流センターふれ愛館 

容…①メタボ予防（運動強度：中）②関節痛予防（運動強度：弱）

③熱血教室（運動強度：強）

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

いちばん館内☎024

ふれ愛館で子宮がん検診を行います
歳以上の女性を対象に子宮がん検診を行います。ご自分の

身体のために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう！

午後０時

ふれ愛館 

歳以上の女性（生年月日が平成

今年度すでに医療機関で受診している方は受診できません。

までに健康係まで電話で予約してください。

予約無しでは受診できません。 

受診当日はできるだけスカートをは

くは同封のチラシをご覧ください。内部被ばく検査も同時に受診できます。

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

いいたてプレミアム付商品券ご利用ください！
プレミアム付商品券取扱事業所

簡易宿泊所（草野

販売（草野

7957） 

いいたてクリニックの診療日時 

第 926

村総合振興計画アンケート調査のお願い
村に住民票のある中学生以上の村民の皆さんを対象に、今後の

村づくりのため、飯舘村第６次総合振興計画策定に関するアンケート調査

日（月）となっています。すでに提出

された方、ご協力ありがとうございました。まだ提出されていない方には、

アンケートを紛失した場合など、お問い合わせは総務課企画係までお願

 

いいたてハロウィンだよ 

《かぼちゃランタンづくり
初めてのハロウィンイベントを開催

ハロウィンイベントは震災以前に行われていた「かぼちゃランタンづくり

村ならではの、までいで、温かなハロウィンを楽しみましょう！

時～午後

容…かぼちゃランタンづくり体験ほか

（詳細は村ホームページにて。事前申込制です。）

-1620）

周年記念文化祭「紅葉祭」
相馬農業高等学校飯舘校では、仮設校舎で７度目となる紅葉祭を開催し

ます。村民の皆さまの交流の場になれれば嬉しいです。飯舘校生９名、職

員一同、心よりお持ちしております。 

時～午後２時

所…相馬農業高等学校飯舘校仮設校舎

担当 二階堂（☎

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！ 

10 月 30 日（水）

分～午前 11 時 45

容…①メタボ予防（運動強度：中）②関節痛予防（運動強度：弱）

③熱血教室（運動強度：強） 

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

ふれ愛館で子宮がん検診を行います
歳以上の女性を対象に子宮がん検診を行います。ご自分の

身体のために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう！

０時 30 分～午後１時

 

歳以上の女性（生年月日が平成

今年度すでに医療機関で受診している方は受診できません。

に健康係まで電話で予約してください。

受診当日はできるだけスカートをはいてくる

くは同封のチラシをご覧ください。内部被ばく検査も同時に受診できます。

健康福祉課健康係（いちばん館内☎

いいたてプレミアム付商品券ご利用ください！
プレミアム付商品券取扱事業所が追加されましたのでお知ら

簡易宿泊所（草野

（草野字大師堂

 

 毎週火・木曜日

926 号 

村総合振興計画アンケート調査のお願い
村に住民票のある中学生以上の村民の皆さんを対象に、今後の

村づくりのため、飯舘村第６次総合振興計画策定に関するアンケート調査

日（月）となっています。すでに提出

された方、ご協力ありがとうございました。まだ提出されていない方には、

アンケートを紛失した場合など、お問い合わせは総務課企画係までお願

 全員集合

《かぼちゃランタンづくり体験》
初めてのハロウィンイベントを開催します

ハロウィンイベントは震災以前に行われていた「かぼちゃランタンづくり

村ならではの、までいで、温かなハロウィンを楽しみましょう！

時～午後 0 時 30

容…かぼちゃランタンづくり体験ほか 

（詳細は村ホームページにて。事前申込制です。）

） 

周年記念文化祭「紅葉祭」
相馬農業高等学校飯舘校では、仮設校舎で７度目となる紅葉祭を開催し

ます。村民の皆さまの交流の場になれれば嬉しいです。飯舘校生９名、職

時～午後２時 30

所…相馬農業高等学校飯舘校仮設校舎 

二階堂（☎

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

日（水）、

45 分 

容…①メタボ予防（運動強度：中）②関節痛予防（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

42-1637)

ふれ愛館で子宮がん検診を行います
歳以上の女性を対象に子宮がん検診を行います。ご自分の

身体のために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう！

分～午後１時

歳以上の女性（生年月日が平成 12

今年度すでに医療機関で受診している方は受診できません。

に健康係まで電話で予約してください。

いてくるか、ご持参ください。

くは同封のチラシをご覧ください。内部被ばく検査も同時に受診できます。

健康福祉課健康係（いちばん館内☎0244-42

いいたてプレミアム付商品券ご利用ください！
が追加されましたのでお知ら

簡易宿泊所（草野字大坂

字大師堂 113

毎週火・木曜日

 令和元

村総合振興計画アンケート調査のお願い
村に住民票のある中学生以上の村民の皆さんを対象に、今後の

村づくりのため、飯舘村第６次総合振興計画策定に関するアンケート調査

日（月）となっています。すでに提出

された方、ご協力ありがとうございました。まだ提出されていない方には、

アンケートを紛失した場合など、お問い合わせは総務課企画係までお願

全員集合

体験》 
します！令和元年の第１回

ハロウィンイベントは震災以前に行われていた「かぼちゃランタンづくり

村ならではの、までいで、温かなハロウィンを楽しみましょう！

30 分 

（詳細は村ホームページにて。事前申込制です。）

周年記念文化祭「紅葉祭」
相馬農業高等学校飯舘校では、仮設校舎で７度目となる紅葉祭を開催し

ます。村民の皆さまの交流の場になれれば嬉しいです。飯舘校生９名、職

30 分 

二階堂（☎024-539

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

、③11 月６

容…①メタボ予防（運動強度：中）②関節痛予防（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 

1637) 

ふれ愛館で子宮がん検診を行います
歳以上の女性を対象に子宮がん検診を行います。ご自分の

身体のために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう！

分～午後１時 15

12 年４月１日以前の方）

今年度すでに医療機関で受診している方は受診できません。

に健康係まで電話で予約してください。

か、ご持参ください。

くは同封のチラシをご覧ください。内部被ばく検査も同時に受診できます。

42-1638）

いいたてプレミアム付商品券ご利用ください！
が追加されましたのでお知ら

坂 205）

113-37）旧

毎週火・木曜日 午前９時～正午（受付は午前８時

令和元年 10 月

村総合振興計画アンケート調査のお願い
村に住民票のある中学生以上の村民の皆さんを対象に、今後の

村づくりのため、飯舘村第６次総合振興計画策定に関するアンケート調査

日（月）となっています。すでに提出

された方、ご協力ありがとうございました。まだ提出されていない方には、

アンケートを紛失した場合など、お問い合わせは総務課企画係までお願

全員集合！ 

！令和元年の第１回

ハロウィンイベントは震災以前に行われていた「かぼちゃランタンづくり

村ならではの、までいで、温かなハロウィンを楽しみましょう！

（詳細は村ホームページにて。事前申込制です。） 

周年記念文化祭「紅葉祭」
相馬農業高等学校飯舘校では、仮設校舎で７度目となる紅葉祭を開催し

ます。村民の皆さまの交流の場になれれば嬉しいです。飯舘校生９名、職

539-7787

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

月６日（水）

容…①メタボ予防（運動強度：中）②関節痛予防（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）

ふれ愛館で子宮がん検診を行います  

歳以上の女性を対象に子宮がん検診を行います。ご自分の

身体のために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう！

15 分 

年４月１日以前の方）

今年度すでに医療機関で受診している方は受診できません。

に健康係まで電話で予約してください。

か、ご持参ください。

くは同封のチラシをご覧ください。内部被ばく検査も同時に受診できます。

） 

いいたてプレミアム付商品券ご利用ください！
が追加されましたのでお知ら

） 

旧草野幼稚園

午前９時～正午（受付は午前８時

月 20 日

村総合振興計画アンケート調査のお願い 
村に住民票のある中学生以上の村民の皆さんを対象に、今後の

村づくりのため、飯舘村第６次総合振興計画策定に関するアンケート調査

日（月）となっています。すでに提出

された方、ご協力ありがとうございました。まだ提出されていない方には、

アンケートを紛失した場合など、お問い合わせは総務課企画係までお願

！令和元年の第１回

ハロウィンイベントは震災以前に行われていた「かぼちゃランタンづくり

村ならではの、までいで、温かなハロウィンを楽しみましょう！  

周年記念文化祭「紅葉祭」  

相馬農業高等学校飯舘校では、仮設校舎で７度目となる紅葉祭を開催し

ます。村民の皆さまの交流の場になれれば嬉しいです。飯舘校生９名、職

7787） 

 
「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

日（水） 

容…①メタボ予防（運動強度：中）②関節痛予防（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） 

 

歳以上の女性を対象に子宮がん検診を行います。ご自分の

身体のために、今年度まだ受けていない方はぜひ受診しましょう！ 

年４月１日以前の方）

今年度すでに医療機関で受診している方は受診できません。 

に健康係まで電話で予約してください。

か、ご持参ください。詳し

くは同封のチラシをご覧ください。内部被ばく検査も同時に受診できます。

いいたてプレミアム付商品券ご利用ください！ 

が追加されましたのでお知ら

草野幼稚園 

午前９時～正午（受付は午前８時

 

日 

村に住民票のある中学生以上の村民の皆さんを対象に、今後の

村づくりのため、飯舘村第６次総合振興計画策定に関するアンケート調査

日（月）となっています。すでに提出

された方、ご協力ありがとうございました。まだ提出されていない方には、

アンケートを紛失した場合など、お問い合わせは総務課企画係までお願

！令和元年の第１回

ハロウィンイベントは震災以前に行われていた「かぼちゃランタンづくり

相馬農業高等学校飯舘校では、仮設校舎で７度目となる紅葉祭を開催し

ます。村民の皆さまの交流の場になれれば嬉しいです。飯舘校生９名、職

「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

容…①メタボ予防（運動強度：中）②関節痛予防（運動強度：弱） 

 

歳以上の女性を対象に子宮がん検診を行います。ご自分の

年４月１日以前の方） 

に健康係まで電話で予約してください。 

詳し

くは同封のチラシをご覧ください。内部被ばく検査も同時に受診できます。 

 

が追加されましたのでお知ら

 

 

 

 

 

 

 

11
 11

しましょう。詳しくは、同封した「選挙のお知らせ」をご覧ください。

○公 

○投票日時…

○場  

○期日前投票…

※投票時間や投票場所は、同封した「選挙のお知らせ」をご覧ください。

問選挙管理委員会（☎

10

村では、「ともに広げよういいたての和」をテーマに、第

村文化祭を開催します。村の皆さんによるステージ発表や、作品の数々を

お楽しみください。

◆ステージ発表、飲食物販

○10

◆作品展示のみ：会場…飯舘中学校体育館

○10

  

問生涯学習課

 商工会では、交流センターふれ愛館前広場でいいたて秋まつり

ます。当日は、子供たちが楽しめるふわふわバルーン・無料縁日コーナー・

餅まき大会（当たり券付）などのイベントやプレミアム付商品券取扱い事

業所による大商談会を実施します。ご家族で、ぜひお越しください。

くは、

○日 

○場 

○内 

問飯舘村商工会

 いいたて村の道の駅までい館では、

 当日はおいしい振る舞い鍋

作成体験

村内の産物はもとより、

ている三島町、

心よりお待ちしております。詳しくは

ご覧ください。

○日 

○場 

○内 

問復興対策課商工労政係

未就園児のお子さんとその保護者の皆さんを対象に、園舎開放を行いま

す。こども園のお友達と遊んだり、園庭やいろいろな遊具で楽しんだりし

ませんか。ぜひ、おいでください。

○日 

○場 

○持ち物…飲み物、必要に応じて着替え

問までいの里のこども園（

今年度の農振除外の申請期限は
今年度の申請期限は

ないようにご注意ください。

問復興対策課農政第一係（☎

 

 

○村県民税

○国民健康保険税

○介護保険料

○後期高齢者医療保険料

○上下水道使用料

納期限までに忘れずに納めましょう。便利な口座振替をご利用ください

午前９時～正午（受付は午前８時

11 月 10
11 月 10 日は、福島県議会議員一般選挙が執行されます。忘れずに投票

しましょう。詳しくは、同封した「選挙のお知らせ」をご覧ください。

 示 日…

○投票日時…

  所…村役場及び子育て支援センターすくすく

期日前投票…

※投票時間や投票場所は、同封した「選挙のお知らせ」をご覧ください。

選挙管理委員会（☎

10 月 26

村では、「ともに広げよういいたての和」をテーマに、第

村文化祭を開催します。村の皆さんによるステージ発表や、作品の数々を

お楽しみください。

ステージ発表、飲食物販

10 月 27 日

作品展示のみ：会場…飯舘中学校体育館

10 月 26 日

   27 日

生涯学習課

商工会では、交流センターふれ愛館前広場でいいたて秋まつり

ます。当日は、子供たちが楽しめるふわふわバルーン・無料縁日コーナー・

餅まき大会（当たり券付）などのイベントやプレミアム付商品券取扱い事

業所による大商談会を実施します。ご家族で、ぜひお越しください。

、10 月５日号に同封したチラシをご覧ください。

 時…10

 所…交流センターふれ愛館

 容…無料縁日コーナー、餅まき大会、屋台コーナー、

e

飯舘村商工会

道の駅までい館
いいたて村の道の駅までい館では、

当日はおいしい振る舞い鍋

作成体験(先着

村内の産物はもとより、

ている三島町、

心よりお待ちしております。詳しくは

ご覧ください。

 時…10

 所…いいたて村の道の駅までい館

 容…振る舞い鍋、生花オブジェ作成、ふるさと産品販売など

復興対策課商工労政係

（再掲）こども園に遊びに来てください♪
未就園児のお子さんとその保護者の皆さんを対象に、園舎開放を行いま

す。こども園のお友達と遊んだり、園庭やいろいろな遊具で楽しんだりし

ませんか。ぜひ、おいでください。

 時…10

※受付は午前９時

 所…までいの里のこども園

○持ち物…飲み物、必要に応じて着替え

までいの里のこども園（

今年度の農振除外の申請期限は
今年度の申請期限は

ないようにご注意ください。

復興対策課農政第一係（☎

○村県民税

○国民健康保険税

○介護保険料

○後期高齢者医療保険料

○上下水道使用料

納期限までに忘れずに納めましょう。便利な口座振替をご利用ください

午前９時～正午（受付は午前８時

10 日は、福島県議会議員一般選挙！
日は、福島県議会議員一般選挙が執行されます。忘れずに投票

しましょう。詳しくは、同封した「選挙のお知らせ」をご覧ください。

日…10 月

○投票日時…11 月

所…村役場及び子育て支援センターすくすく

期日前投票…11 月

※投票時間や投票場所は、同封した「選挙のお知らせ」をご覧ください。

選挙管理委員会（☎

26・27

村では、「ともに広げよういいたての和」をテーマに、第

村文化祭を開催します。村の皆さんによるステージ発表や、作品の数々を

お楽しみください。

ステージ発表、飲食物販

日(日)午前９時

作品展示のみ：会場…飯舘中学校体育館

日(土)午前９時

日(日)午前９時

生涯学習課生涯学習係

商工会では、交流センターふれ愛館前広場でいいたて秋まつり

ます。当日は、子供たちが楽しめるふわふわバルーン・無料縁日コーナー・

餅まき大会（当たり券付）などのイベントやプレミアム付商品券取扱い事

業所による大商談会を実施します。ご家族で、ぜひお越しください。

月５日号に同封したチラシをご覧ください。

10 月 27

交流センターふれ愛館

無料縁日コーナー、餅まき大会、屋台コーナー、

e-sports

飯舘村商工会（☎

道の駅までい館
いいたて村の道の駅までい館では、

当日はおいしい振る舞い鍋

先着 30 名

村内の産物はもとより、

ている三島町、北塩原村の皆さんにも出店し

心よりお待ちしております。詳しくは

ご覧ください。 

10 月 27

いいたて村の道の駅までい館

振る舞い鍋、生花オブジェ作成、ふるさと産品販売など

復興対策課商工労政係

（再掲）こども園に遊びに来てください♪
未就園児のお子さんとその保護者の皆さんを対象に、園舎開放を行いま

す。こども園のお友達と遊んだり、園庭やいろいろな遊具で楽しんだりし

ませんか。ぜひ、おいでください。

10 月 30

※受付は午前９時

所…までいの里のこども園

○持ち物…飲み物、必要に応じて着替え

までいの里のこども園（

今年度の農振除外の申請期限は
今年度の申請期限は

ないようにご注意ください。

復興対策課農政第一係（☎

今
○村県民税     

○国民健康保険税

○介護保険料      

○後期高齢者医療保険料

○上下水道使用料

納期限までに忘れずに納めましょう。便利な口座振替をご利用ください

午前９時～正午（受付は午前８時 30 分～午前

日は、福島県議会議員一般選挙！
日は、福島県議会議員一般選挙が執行されます。忘れずに投票

しましょう。詳しくは、同封した「選挙のお知らせ」をご覧ください。

月 31 日（木）

月 10 日（日）

所…村役場及び子育て支援センターすくすく

月 1 日（金）～

※投票時間や投票場所は、同封した「選挙のお知らせ」をご覧ください。

選挙管理委員会（☎0244

27 日は、村の秋を満喫ください！

いいたて村文化祭
村では、「ともに広げよういいたての和」をテーマに、第

村文化祭を開催します。村の皆さんによるステージ発表や、作品の数々を

お楽しみください。 

ステージ発表、飲食物販

午前９時

作品展示のみ：会場…飯舘中学校体育館

午前９時

午前９時

生涯学習係（

 いいたて秋まつり
商工会では、交流センターふれ愛館前広場でいいたて秋まつり

ます。当日は、子供たちが楽しめるふわふわバルーン・無料縁日コーナー・

餅まき大会（当たり券付）などのイベントやプレミアム付商品券取扱い事

業所による大商談会を実施します。ご家族で、ぜひお越しください。

月５日号に同封したチラシをご覧ください。

27 日(日

交流センターふれ愛館

無料縁日コーナー、餅まき大会、屋台コーナー、

sports 新旧ゲームバトル、無料体験コーナー

（☎0244-26

道の駅までい館
いいたて村の道の駅までい館では、

当日はおいしい振る舞い鍋

名無料)の他、ふるさと特産品販売コーナーを特設し、

村内の産物はもとより、村と同じく「日本で最も美しい村連合」に加盟し

北塩原村の皆さんにも出店し

心よりお待ちしております。詳しくは

27 日(日

いいたて村の道の駅までい館

振る舞い鍋、生花オブジェ作成、ふるさと産品販売など

復興対策課商工労政係（

（再掲）こども園に遊びに来てください♪
未就園児のお子さんとその保護者の皆さんを対象に、園舎開放を行いま

す。こども園のお友達と遊んだり、園庭やいろいろな遊具で楽しんだりし

ませんか。ぜひ、おいでください。

30 日（水）

※受付は午前９時

所…までいの里のこども園

○持ち物…飲み物、必要に応じて着替え

までいの里のこども園（

今年度の農振除外の申請期限は
今年度の申請期限は 10 月

ないようにご注意ください。

復興対策課農政第一係（☎

今 月
       

○国民健康保険税     

       

○後期高齢者医療保険料

○上下水道使用料    8・

納期限までに忘れずに納めましょう。便利な口座振替をご利用ください

分～午前

日は、福島県議会議員一般選挙！
日は、福島県議会議員一般選挙が執行されます。忘れずに投票

しましょう。詳しくは、同封した「選挙のお知らせ」をご覧ください。

日（木） 

日（日） 午前７時～午後６時

所…村役場及び子育て支援センターすくすく

日（金）～11

※投票時間や投票場所は、同封した「選挙のお知らせ」をご覧ください。

0244-42-1611

日は、村の秋を満喫ください！

いいたて村文化祭
村では、「ともに広げよういいたての和」をテーマに、第

村文化祭を開催します。村の皆さんによるステージ発表や、作品の数々を

ステージ発表、飲食物販など：

午前９時 30 分～午後２時

作品展示のみ：会場…飯舘中学校体育館

午前９時 30 分～午後３時

午前９時 30 分～正午

（ふれ愛館

いいたて秋まつり
商工会では、交流センターふれ愛館前広場でいいたて秋まつり

ます。当日は、子供たちが楽しめるふわふわバルーン・無料縁日コーナー・

餅まき大会（当たり券付）などのイベントやプレミアム付商品券取扱い事

業所による大商談会を実施します。ご家族で、ぜひお越しください。

月５日号に同封したチラシをご覧ください。

日) 午前９時

交流センターふれ愛館

無料縁日コーナー、餅まき大会、屋台コーナー、

新旧ゲームバトル、無料体験コーナー

26-7957

道の駅までい館
いいたて村の道の駅までい館では、

当日はおいしい振る舞い鍋の豚汁

の他、ふるさと特産品販売コーナーを特設し、

村と同じく「日本で最も美しい村連合」に加盟し

北塩原村の皆さんにも出店し

心よりお待ちしております。詳しくは

日) 午前

いいたて村の道の駅までい館

振る舞い鍋、生花オブジェ作成、ふるさと産品販売など

（☎0244

（再掲）こども園に遊びに来てください♪
未就園児のお子さんとその保護者の皆さんを対象に、園舎開放を行いま

す。こども園のお友達と遊んだり、園庭やいろいろな遊具で楽しんだりし

ませんか。ぜひ、おいでください。

日（水） 午前９時～

※受付は午前９時 15 分まで。

所…までいの里のこども園

○持ち物…飲み物、必要に応じて着替え

までいの里のこども園（☎0244

今年度の農振除外の申請期限は
月 31 日（木）の１回

ないようにご注意ください。 

復興対策課農政第一係（☎0244

月 の 
   ３期  

     ４期  

    ４期  

○後期高齢者医療保険料  ３期  

・9 月分  

納期限までに忘れずに納めましょう。便利な口座振替をご利用ください

分～午前 11 時 30

 

日は、福島県議会議員一般選挙！
日は、福島県議会議員一般選挙が執行されます。忘れずに投票

しましょう。詳しくは、同封した「選挙のお知らせ」をご覧ください。

午前７時～午後６時

所…村役場及び子育て支援センターすくすく

11 月９日（土）

※投票時間や投票場所は、同封した「選挙のお知らせ」をご覧ください。

1611） 

日は、村の秋を満喫ください！

いいたて村文化祭
村では、「ともに広げよういいたての和」をテーマに、第

村文化祭を開催します。村の皆さんによるステージ発表や、作品の数々を

など：会場…交流センター

分～午後２時

作品展示のみ：会場…飯舘中学校体育館

分～午後３時

分～正午 

ふれ愛館☎0244

いいたて秋まつり
商工会では、交流センターふれ愛館前広場でいいたて秋まつり

ます。当日は、子供たちが楽しめるふわふわバルーン・無料縁日コーナー・

餅まき大会（当たり券付）などのイベントやプレミアム付商品券取扱い事

業所による大商談会を実施します。ご家族で、ぜひお越しください。

月５日号に同封したチラシをご覧ください。

午前９時 30

交流センターふれ愛館 前広場

無料縁日コーナー、餅まき大会、屋台コーナー、

新旧ゲームバトル、無料体験コーナー

7957） 

道の駅までい館 秋の
いいたて村の道の駅までい館では、秋の

の豚汁(先着

の他、ふるさと特産品販売コーナーを特設し、

村と同じく「日本で最も美しい村連合」に加盟し

北塩原村の皆さんにも出店し

心よりお待ちしております。詳しくは、10

午前 10 時～

いいたて村の道の駅までい館 

振る舞い鍋、生花オブジェ作成、ふるさと産品販売など

0244-42-1620

（再掲）こども園に遊びに来てください♪
未就園児のお子さんとその保護者の皆さんを対象に、園舎開放を行いま

す。こども園のお友達と遊んだり、園庭やいろいろな遊具で楽しんだりし

ませんか。ぜひ、おいでください。 

午前９時～10

分まで。 

所…までいの里のこども園（伊丹沢字山田

○持ち物…飲み物、必要に応じて着替え 

4-42-0229

今年度の農振除外の申請期限は
日（木）の１回

0244-42-1621

 納 め
  10 月

  10 月

  10 月

  10 月

  10 月

納期限までに忘れずに納めましょう。便利な口座振替をご利用ください

30 分）☎

日は、福島県議会議員一般選挙！
日は、福島県議会議員一般選挙が執行されます。忘れずに投票

しましょう。詳しくは、同封した「選挙のお知らせ」をご覧ください。

午前７時～午後６時

所…村役場及び子育て支援センターすくすく

９日（土） 

※投票時間や投票場所は、同封した「選挙のお知らせ」をご覧ください。

日は、村の秋を満喫ください！

いいたて村文化祭
村では、「ともに広げよういいたての和」をテーマに、第

村文化祭を開催します。村の皆さんによるステージ発表や、作品の数々を

…交流センター

分～午後２時 30

作品展示のみ：会場…飯舘中学校体育館 

分～午後３時<いいたてっ子発表会「赤蜻祭」

 

0244-42-0072

いいたて秋まつり
商工会では、交流センターふれ愛館前広場でいいたて秋まつり

ます。当日は、子供たちが楽しめるふわふわバルーン・無料縁日コーナー・

餅まき大会（当たり券付）などのイベントやプレミアム付商品券取扱い事

業所による大商談会を実施します。ご家族で、ぜひお越しください。

月５日号に同封したチラシをご覧ください。

30 分～午後２時

前広場 特設会場

無料縁日コーナー、餅まき大会、屋台コーナー、

新旧ゲームバトル、無料体験コーナー

秋の収穫感謝祭
秋の収穫感謝祭

先着 500 名

の他、ふるさと特産品販売コーナーを特設し、

村と同じく「日本で最も美しい村連合」に加盟し

北塩原村の皆さんにも出店して頂きます！皆さま

10 月５日号に同封したチラシを

～午後２時

 

振る舞い鍋、生花オブジェ作成、ふるさと産品販売など

1620） 

（再掲）こども園に遊びに来てください♪
未就園児のお子さんとその保護者の皆さんを対象に、園舎開放を行いま

す。こども園のお友達と遊んだり、園庭やいろいろな遊具で楽しんだりし

10 時 30

 

伊丹沢字山田

 等 

0229） 

今年度の農振除外の申請期限は
日（木）の１回のみとなります。申請もれの

1621） 

め も
月 31 日（木）

月 31 日（木）

月 31 日（木）

月 31 日（木）

月 31 日（木）

納期限までに忘れずに納めましょう。便利な口座振替をご利用ください

分）☎0244-68

日は、福島県議会議員一般選挙！
日は、福島県議会議員一般選挙が執行されます。忘れずに投票

しましょう。詳しくは、同封した「選挙のお知らせ」をご覧ください。

午前７時～午後６時 ※繰上げ投票

所…村役場及び子育て支援センターすくすく 

※投票時間や投票場所は、同封した「選挙のお知らせ」をご覧ください。

日は、村の秋を満喫ください！

いいたて村文化祭 
村では、「ともに広げよういいたての和」をテーマに、第

村文化祭を開催します。村の皆さんによるステージ発表や、作品の数々を

…交流センターふれ愛館

30 分<いいたて秋まつり

いいたてっ子発表会「赤蜻祭」

0072） 

いいたて秋まつり  
商工会では、交流センターふれ愛館前広場でいいたて秋まつり

ます。当日は、子供たちが楽しめるふわふわバルーン・無料縁日コーナー・

餅まき大会（当たり券付）などのイベントやプレミアム付商品券取扱い事

業所による大商談会を実施します。ご家族で、ぜひお越しください。

月５日号に同封したチラシをご覧ください。 

分～午後２時

特設会場 

無料縁日コーナー、餅まき大会、屋台コーナー、

新旧ゲームバトル、無料体験コーナー

収穫感謝祭
収穫感謝祭を開催します！

名無料)や、生花のオブジェ

の他、ふるさと特産品販売コーナーを特設し、

村と同じく「日本で最も美しい村連合」に加盟し

て頂きます！皆さま

日号に同封したチラシを

午後２時 

振る舞い鍋、生花オブジェ作成、ふるさと産品販売など

（再掲）こども園に遊びに来てください♪
未就園児のお子さんとその保護者の皆さんを対象に、園舎開放を行いま

す。こども園のお友達と遊んだり、園庭やいろいろな遊具で楽しんだりし

30 分 

伊丹沢字山田 380）

今年度の農振除外の申請期限は
のみとなります。申請もれの

も の 

日（木） 

日（木） 

日（木） 

日（木） 

日（木） 

納期限までに忘れずに納めましょう。便利な口座振替をご利用ください

68-2277

日は、福島県議会議員一般選挙！
日は、福島県議会議員一般選挙が執行されます。忘れずに投票

しましょう。詳しくは、同封した「選挙のお知らせ」をご覧ください。

繰上げ投票

 

※投票時間や投票場所は、同封した「選挙のお知らせ」をご覧ください。

日は、村の秋を満喫ください！

村では、「ともに広げよういいたての和」をテーマに、第 36

村文化祭を開催します。村の皆さんによるステージ発表や、作品の数々を

ふれ愛館

いいたて秋まつり

いいたてっ子発表会「赤蜻祭」

 

 
商工会では、交流センターふれ愛館前広場でいいたて秋まつり

ます。当日は、子供たちが楽しめるふわふわバルーン・無料縁日コーナー・

餅まき大会（当たり券付）などのイベントやプレミアム付商品券取扱い事

業所による大商談会を実施します。ご家族で、ぜひお越しください。

 

分～午後２時 30 分 

 

無料縁日コーナー、餅まき大会、屋台コーナー、 

新旧ゲームバトル、無料体験コーナー（セグウェイなど

収穫感謝祭
を開催します！

や、生花のオブジェ

の他、ふるさと特産品販売コーナーを特設し、

村と同じく「日本で最も美しい村連合」に加盟し

て頂きます！皆さま

日号に同封したチラシを

振る舞い鍋、生花オブジェ作成、ふるさと産品販売など

（再掲）こども園に遊びに来てください♪
未就園児のお子さんとその保護者の皆さんを対象に、園舎開放を行いま

す。こども園のお友達と遊んだり、園庭やいろいろな遊具で楽しんだりし

） 

今年度の農振除外の申請期限は 10/31
のみとなります。申請もれの

 

納期限までに忘れずに納めましょう。便利な口座振替をご利用ください

2277 

日は、福島県議会議員一般選挙！
日は、福島県議会議員一般選挙が執行されます。忘れずに投票

しましょう。詳しくは、同封した「選挙のお知らせ」をご覧ください。

繰上げ投票 

※投票時間や投票場所は、同封した「選挙のお知らせ」をご覧ください。

日は、村の秋を満喫ください！

36 回いいたて

村文化祭を開催します。村の皆さんによるステージ発表や、作品の数々を

ふれ愛館 

いいたて秋まつり>同時開

いいたてっ子発表会「赤蜻祭」>同時開

商工会では、交流センターふれ愛館前広場でいいたて秋まつりを開催し

ます。当日は、子供たちが楽しめるふわふわバルーン・無料縁日コーナー・

餅まき大会（当たり券付）などのイベントやプレミアム付商品券取扱い事

業所による大商談会を実施します。ご家族で、ぜひお越しください。詳し

 

 

（セグウェイなど

収穫感謝祭 
を開催します！

や、生花のオブジェ

の他、ふるさと特産品販売コーナーを特設し、

村と同じく「日本で最も美しい村連合」に加盟し

て頂きます！皆さまのご来場、

日号に同封したチラシを

振る舞い鍋、生花オブジェ作成、ふるさと産品販売など 

（再掲）こども園に遊びに来てください♪ 
未就園児のお子さんとその保護者の皆さんを対象に、園舎開放を行いま

す。こども園のお友達と遊んだり、園庭やいろいろな遊具で楽しんだりし

10/31
のみとなります。申請もれの

納期限までに忘れずに納めましょう。便利な口座振替をご利用ください

日は、福島県議会議員一般選挙！ 
日は、福島県議会議員一般選挙が執行されます。忘れずに投票

しましょう。詳しくは、同封した「選挙のお知らせ」をご覧ください。 

※投票時間や投票場所は、同封した「選挙のお知らせ」をご覧ください。 

日は、村の秋を満喫ください！ 

回いいたて

村文化祭を開催します。村の皆さんによるステージ発表や、作品の数々を

同時開催 

同時開催 

を開催し

ます。当日は、子供たちが楽しめるふわふわバルーン・無料縁日コーナー・

餅まき大会（当たり券付）などのイベントやプレミアム付商品券取扱い事

詳し

（セグウェイなど） 

を開催します！ 

や、生花のオブジェ

の他、ふるさと特産品販売コーナーを特設し、

村と同じく「日本で最も美しい村連合」に加盟し

のご来場、

日号に同封したチラシを

 
未就園児のお子さんとその保護者の皆さんを対象に、園舎開放を行いま

す。こども園のお友達と遊んだり、園庭やいろいろな遊具で楽しんだりし

 

のみとなります。申請もれの

納期限までに忘れずに納めましょう。便利な口座振替をご利用ください。 



 食品中の放射性物質測定結果のお知らせ  
令和元年９月１日から 30 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 0 - - - 

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（☎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 
10 月３日（曇） ９月 20 日（曇） 

１ｍ １cｍ １ｍ １㎝ 

１ 草野字大谷地地内 0.24 0.25 0.25 0.24 

２ 深谷字原前地内 0.35 0.34 0.32 0.27 

３ 伊丹沢字山田地内 0.29 0.30 0.27 0.25 

４ 関沢字中頃地内 0.21 0.18 0.20 0.18 

５ 小宮字曲田地内 0.32 0.32 0.31 0.29 

６ 八木沢字上八木沢地内 0.25 0.24 0.29 0.27 

７ 大倉字湯舟地内 0.18 0.17 0.18 0.17 

８ 佐須字佐須地内 0.23 0.21 0.17 0.18 

９ 草野字柏塚地内 0.14 0.13 0.15 0.16 

10 飯樋字下桶地内地内 0.33 0.33 0.30 0.33 

11 飯樋字一ノ関地内 0.14 0.12 0.15 0.14 

12 飯樋字笠石地内 0.32 0.30 0.33 0.38 

13 飯樋字原地内 0.23 0.24 0.22 0.23 

14 比曽字比曽地内 0.36 0.32 0.30 0.28 

15※ 長泥字長泥地内 1.93 2.48 1.94 2.64 

16 蕨平字木戸地内 0.42 0.39 0.37 0.38 

17 松塚字神田地内 0.17 0.16 0.15 0.17 

18 臼石字町地内 0.38 0.39 0.29 0.28 

19 前田字福田地内 0.33 0.34 0.31 0.33 

20 二枚橋字町地内 0.31 0.40 0.29 0.36 

【宅地】（地上から１m 及び１cm の高さで測定） 

行政区 小字地内 
10 月３日 ９月 20 日 

１ｍ １cm １ｍ １㎝ 

１ 草野字大師堂地内 0.16 0.15 0.17 0.15 

２ 深谷字大森地内 0.21 0.24 0.21 0.25 

３ 伊丹沢字山田地内 0.11 0.12 0.11 0.12 

４ 関沢字中頃地内 0.23 0.22 0.22 0.23 

５ 小宮字曲田地内 0.28 0.24 0.20 0.19 

６ 芦原白金地内 0.17 0.15 0.15 0.15 

７ 大倉字大倉地内 0.10 0.10 0.11 0.10 

８ 佐須字虎捕地内 0.25 0.24 0.24 0.25 

９ 草野字大坂地内 0.16 0.15 0.18 0.17 

10 飯樋字町地内 0.19 0.21 0.23 0.26 

11 飯樋字割木地内 0.20 0.19 0.23 0.20 

12 飯樋字笠石地内 0.20 0.22 0.21 0.19 

13 飯樋字宮仲地内 0.13 0.11 0.12 0.11 

14 比曽字中比曽地内 0.18 0.15 0.16 0.14 

15※ 長泥字曲田地内 1.59 1.66 1.70 1.81 

16 蕨平字蕨平地内 0.37 0.36 0.26 0.28 

17 関根字押木内地内 0.14 0.13 0.13 0.13 

18 臼石字菅田地内 0.19 0.20 0.18 0.19 

19 前田字古今明地内 0.20 0.18 0.20 0.16 

20 須萱字水上地内 0.13 0.14 0.11 0.12 

4 分の 3 事業の第４回目申請は 10 月 31 日  

 村では、村内で販売を目的とする農業（営農：なりわい農業）を再開する方が

必要とする農機や施設等の導入支援として、原子力被災 12 市町村農業者

支援事業を紹介しています。この事業は県から農業者への直接補助事業で

すが、申請事務は村が支援します。ご希望の方は、農政第 1 係まで必要書

類をお持ちください。受付後、ヒアリングを行いますので早めに相談下さい。 

○対 象 者…村内で営農再開する農業者 

○補 助 率…補助対象事業費上限 1000 万円×（県 75%＋村 5%） 

※家畜・種苗の導入等は定額。村特認の場合は、補助対象事業費 3000 万

円まで可。 

※村独自の５％上乗せ補助は今回が最終申請となります。今回の申請は令

和２年３月末までに導入完了を見込めるものに限定されます。 

○必要書類…見積書、設計図、カタログ、申請書類等 

○受付期限…令和元年 10 月 31 日 

問復興対策課農政第一係（本庁☎0244-42-1621） 

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…11 月 20 日（水）  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） 

○申し込み…11 月 15 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。 

開催日 時間 場所 会費 

11 月 15 日（金） 
午前 10 時 

～午前 11時 30 分 

川俣町老人福祉センター 

いきいき荘 
100円 
当日

徴収 11 月 21 日（木） 
南相馬市原町区福祉会館 

視聴覚室 

問村社会福祉協議会（陽だまりの家☎0244-42-1021） 

「家族介護者交流のつどい」のご案内  

村社会福祉協議会では、要支援および要介護者の認定を受けている家族

を自宅で介護している方を対象に、日頃の疲れを癒したり、介護者相互の

交流を深めたりでき、リフレッシュする場を提供します。 

○日 時…11 月 13 日（水） 午前９時～午後３時 30 分 

○内 容…仙台塩竈神社参拝ツアー ○参加費…無料 

○申込み…11 月８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。 

問飯舘村サポートセンター「つながっぺ」（☎0244-26-5207） 

健康体操教室のお知らせ 

 きつつきの会（会長 齋藤政行）では、健康体操教室を行います。村民

の方、どなたでも参加できます。皆さんのご参加をお待ちしています。 

○日 時…10 月 29 日（火）、11 月５日（火）、19 日（火）、26 日（火） 

午後１時 30 分～午後３時 

○場 所…交流センターふれ愛館 ○持ち物…５本指ソックス、飲み物 

○講 師…快フィットネス研究所 吉井雅彦先生 

問きつつきの会 会長 齋藤（☎090-5183-9247） 

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、練習会の参加者を募集しています。 

○日 時…10 月 25 日（金） 午後１時 15 分～ 11 月７日（木） 午前９時～  

○会 場…南相馬市原町区仲町河川敷  

問南相馬市飯舘同窓会長（坂本）（☎090-4310-5387） 

気まぐれ茶屋ちえこで田舎料理を体験＆試食 

秋の炊き込みご飯と大福餅を作ろう！ 

今年再オープンした「気まぐれ茶屋ちえこ」で直接千栄子さんから伝授 

していただきます。エプロンを持って参加してくださいね。 

〇日 時…11 月９日（土） 午前 10 時～午後１時 

〇場 所…「気まぐれ茶屋ちえこ」（佐須字佐須 200） 

〇定 員…12 人（先着順） 

〇参加費…1,000 円（ランチ会食代含む）〇準備物…エプロン 

〇内 容…大福餅（持ち帰り）炊き込みご飯用具（持ち帰り）作り 

     どぶちえ田舎ランチ会食 

〇申 込…11 月５日(火）正午まで電話にてお申込みください。 

※詳細は、ホームページ http://iitate-network.org/をご覧ください。 

問・申込…いいたてネットワーク 担当 佐藤（☎070-2261-1561） 

測定品目 測定件数 
セシウム 

検出件数 

検出 

最大値 
採取地 

カボチャ 12 3 10Bq/kg 比曽 他 

クリ 2 １ 16Bq/kg 伊丹沢 他 

千本シメジ 12 12 2,130Bq/kg 小宮 他 

ナツハゼ ６ 2 17Bq/kg 宮内 他 


