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　子どもたちは夏休みに入り、夏本番を迎えました。近年は地球温暖化の影

響からか３５度を超える猛暑日も観測され、より一層熱中症に気をつけなけ

ればなりません。

　熱中症は、屋外だけでなく屋内でもおきるといわれています。暑い時はガ

マンせず、エアコンや扇風機を上手に使用し、こまめな水分補給に心がけま

しょう。

齋藤町長のスマイルトーク　　
　　　　　「冷やしラーメンが ”アツイ ”」

　６月１７日、中央公民館に講談

社「全国お話しキャラバン隊」が来

館。晴天のもと公民館前の広場にお

いて、約１００名の園児や親子が参

加し、10 時からキャラバンカーの

中の５００冊の絵本の中からお気に

入りの１冊を見つけて「ばんげ読み

聞かせの会」さんに読んでもらった

り、親子で楽しみました。

　１１時からは和室で大型紙芝居

「チョコラちゃんのドライブ」、大型

絵本「おまえうまそうだな」「そら

まめくんのベッド」などのお話を聞

き、楽しい時間を過ごしました。

「全国お話しキャラバン隊」が来たよ！

　 こんな暑い夏には、当町の名物「冷やしラーメン」はいかがでしょうか。

その歴史は古く、６０年以上前から皆さんに愛されてきました。今では８店

舗以上で提供され、町おこしでも注目を浴びています。その店その店の特徴

とこだわりが凝縮された一杯になっています。

   この夏は、冷やしラーメンを食べて暑い夏を乗り切りましょう。

　私は、お酒を飲んだ次の日は冷やしラーメンにたっぷりのお酢をかけて食

べるのが大好きです。
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 ６月３０日、ジャンボニンニクの収穫が行わ

れました。これは町内の若手認定農業者有志グ

ループ「未来工房ここぱる」が、種まきや収穫

時の一部を町内の障がい者施設へ委託する農福

連携事業としての取り組みです。農業者と障が

い者が一緒に作業を進めることで農業者は作業

効率が上がり事業を拡大でき、障がい者は工賃

が上がるなどのお互いにプラスになるこの事業

を通じ、障がい者の雇用創出を目指します。

ジ ャンボニンニクを収穫
ここぱる、桜の家、ゆうゆうハウス

　６月２７日、厚生労働大臣特別表彰の伝達式

が行われました。受賞された堀 尚子さんは平

成１３年１２月から２８年１１月までの１５年

間に渡り、民生委員・児童委員を勤められまし

た。常に住民の立場で相談に応じ、社会福祉の

増進に努められた功績が認められての受賞とな

りました。長い間、大変お疲れ様でした。

　

厚 生労働大臣特別表彰
民生委員　堀

ほり

　尚
なお こ

子さん

花壇が美しい花で彩られました！
　６月９日、県道会津坂下停車場線（駅前線）の

東側の花壇にマリーゴールドの花苗約 800 本が

「坂下ステーション通りを守ろう会」により植栽

されました。

　当日は会員の会津農林高等学校インターアクト

クラブ・新栄町自治会・会津坂下ロータリークラ

ブの皆さま約 20 名により、駅前線を美化してい

ただきました。

　また、７月２日は早朝より各種団体約 200 名

が参加し、鶴沼緑地公園内の花壇にマリーゴール

ド・日々草・ベゴニア・ペチュニアの色とりどり

の花苗約 4,300 本を植栽しました。美しい花々

の咲く鶴沼緑地公園へ、ぜひ足をお運びください。

　花の植栽にご協力いただき、誠にありがとうご

ざいました。
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『虹色のチョーク』
『ズパゲッティでつくる

大人バッグ＆子どもバッグ』
『かがみの孤城』

『耳の聞こえないメジャー

リーガーウィリアム・ホイ』

小松成美／著
幻冬舎

河出書房新社
辻村深月／著

ポプラ社
ナンシー・チャーニン／文

光村教育図書

「彼らこそ、この会社に必要

なんです。」数々の苦悩と葛

藤を乗り越え、障がい者雇用

に力を注ぎ、「日本でいちば

ん大切にしたい会社」として

注目されている町工場の奇

跡。

ズパゲッティとは、オランダ

で生まれた、Ｔシャツから作

られたユニークな糸（ヤーン）

のこと。バッグやアクセサ

リーなどさまざまなアイテム

に使われ、今関心が集まって

います。　

学校での居場所をなくした 7

人が出会ったのは、鏡の向こ

うの不思議な城。願いを 1 つ

だけ叶えられる鍵を探すこと

となった 7 人は、戸惑いなが

らも少しずつ心を通い合わせ

ていく。

耳の聞こえないメジャーリー

ガーのウィリアムは審判の

ジェスチャーやチームのサイ

ンを考えました。そのアイデ

アは、チームや観客にとって

も試合がわかりやすくなり喜

ばれました。

本のタイトル 著者名 出版社

『野草の名前；夏：和名の由来と見分け方』（ヤマケイ文庫）高橋勝雄／解説・写真 山と溪谷社

『決戦！新選組』 葉室麟ほか／著 講談社

『母への 100 の質問状』 森谷雄／著 SB クリエイティブ

『霧のなかの白い犬』 アン ･ ブース／作 あかね書房

『月はぼくらの宇宙港』 佐伯和人／作 新日本出版社

新着本のご案内 ※このほかにもたくさんあります。

おすすめの新着本紹介

五浪美術記念館　夏休み企画展五浪美術記念館　夏休み企画展

馬場 泰 絵画展馬場 泰 絵画展
～見えないものを～見えないものを

　　　　見にきませんか？～　　　　見にきませんか？～

◇開館時間　午前 9 時～午後 4 時 30 分◇開館時間　午前 9 時～午後 4 時 30 分

◇休館日　 　◇休館日　 　７日 （月）、 １４日 （月）、 ２２日 （火）、７日 （月）、 １４日 （月）、 ２２日 （火）、

　　　　　　　　 　２８日 （月） ～３１日 （木）　　　　　　　　 　２８日 （月） ～３１日 （木）

◇観覧料　　 大人　200 円 （160 円）◇観覧料　　 大人　200 円 （160 円）

　　　　　　     小人 （小・中・高校生） 100 円 （80 円）　　　　　　     小人 （小・中・高校生） 100 円 （80 円）

　　　　　　     ※ （　） 内は 20 名以上の団体　　　　　　     ※ （　） 内は 20 名以上の団体

         　      毎週土曜日は小 ・ 中 ・ 高校生無料         　      毎週土曜日は小 ・ 中 ・ 高校生無料 検索

開催中開催中

～８月２７日 日 まで～８月２７日 日 まで

無料観覧日 ： ８月２１日 （月）　　県民の日無料観覧日 ： ８月２１日 （月）　　県民の日

五浪美術記念館
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日日 月月 火火 水水 木木 金金 土土
7/23 24 25 26 27 28

●ナイトライブラ

リー⑰

●軽トラ 夕市

29
●ばんげマルシェ
夏㋖

30
●平野医院㉑

31 1 2 3
●行政書士相談⑲
●健やかｷｯｽﾞ⑳

4
●法律相談⑱

●夜宵の酔祭り⑰
●保育所に遊びに
　行こう㉑
●風っこ只見線
　夏休み号

6
●ばんげ夏祭り⑮

●風っこ只見線

　夏休み号

7　 8 9
●健康教室㉑

10 11　山の日
●荒井医院㉑

12
●台ノ宮納涼

　盆踊り㋖

13
●遠山眼科㉑

14 15 16 17
● そ ば ぶ ち 寄 席

（裏表紙）

18
●離乳食教室⑳
●乳幼児健康相談
⑳

19

20 21　県民の日
●五浪美術館
   無料開館日⑭

22
●２歳６か月⑳

23 24
● 3 歳６か月⑳
●わらべうた⑳

25
●軽トラ 夕市

26
●総合防災訓練⑰

27
●五浪美術館
　企画展 終日⑭

28 29
●馬肉の日

30 31
●健やかｷｯｽﾞ⑳

１ ２
●ソーシャル
   ビジネス⑰

８月のカレンダー ㉒などは詳細掲載ページです。　㋖はきいてくなんしょに掲載

問 自衛隊　福島地方協力本部　会津若松出張所　　会津若松市門田町大字黒岩字大坪５７－１　☎ 27-6724

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※受験料はすべて無料です。

５

採用種目 資格 受付期間 試験 日時 試験会場 備考

自衛官候補生
（男子） 18歳～ 27歳未満 年間を通じて

募集を行って
います。

筆記試験 ９月１６日（土）午後 会津大学
筆記試験、口述試
験・身体検査の両
方を受検します。

口述試験
身体検査

９月２４日（日）～２９日（金）
１０月１日（日）※指定する１日

福島駐屯地
郡山駐屯地

自衛官候補生
（女子） 18歳～ 27歳未満

筆記試験
口述試験
身体検査

９月２３日（土） 郡山駐屯地

一般曹候補生 18歳～ 27歳未満 ７月１日～
　９月８日

１次試験（筆記） ９月１６日（土）午前 会津大学 1次試験合格者の
２次試験（口述試
験・身体検査）に
ついては、後日通
知します。

２次試験
（口述試験・身体検査）

１０月５日（木）～８日（日）
　　　　　　　　　※指定する１日

福島駐屯地
郡山駐屯地

航空学生 海：18歳～23歳未満
空：18歳～21歳未満

７月１日～
　９月８日 １次試験（筆記） ９月１８日（月） 郡山市

労働福祉会館

　今年も暑い夏がやってきました！

　役場前メインステージでは、安兵衛太鼓演奏、坂下小町交代式、初市戦士

タワライガーショーなど、楽しく熱い出し物がいっぱい！恒例の流し踊りも

行われ、踊り終了後には盛大に花火が打ち上げられます。

　みんなで参加して、ばんげの夏を暑く！熱く！盛り上げましょう！

★８月６日（日）★ばんげ夏まつり開催！！★８月６日（日）★ばんげ夏まつり開催！！

平成２９年度自衛官採用試験日程　

　露店営業時間　　　　　 午前９時～午後８時４５分頃まで

　メインステージ開始　　午前１０時５０分頃～

　流し踊りオープニング 午後６時４０分～

　花火打ち上げ開始　　 午後８時頃～
問　会津坂下町観光物産協会　　　 

    　☎８３- ２１１１

当日のおもなタイムスケジュール当日のおもなタイムスケジュール
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募集・催し募集・催し

募集募集

　会津坂下町社会福祉協議会では、平成 30 年 4 月 1

日採用の正職員を募集します。希望する方はお申し込み

ください。

▼職種及び採用予定人員
地域包括支援センターの職員

①主任介護支援専門員　1 名

②社会福祉士　　　　　1 名

③保健師　　　　　　　1 名

▼応募資格
①それぞれの資格を有する者

②昭和 48 年 4 月 2 日以降に生まれた者

③普通自動車運転免許を有する者

▼雇用条件
①採用予定日　平成 30 年 4 月 1 日

②勤務日　　　土・日・祝日及び年末年始を除いた日

③勤務時間　　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

④給与・賞与・諸手当

　会津坂下町社会福祉協議会給与規程による

⑤職歴加算制度あり

⑥加入保険等

　社会保険、雇用保険、労災保険、福島県社会福祉協

　議会の退職金制度等に加入

▼申込方法
①提出書類　職員採用試験申込書（窓口配付、当協　

　　　　　　議会ホームページよりダウンロードも可

                  能）、履歴書　一通、資格、免許証の写し

②提出先　　〒 9696553

　　　　　　会津坂下町字西南町裏甲 3998 番地１

　　　　　　保健福祉センター内

　　　　　　会津坂下町社会福祉協議会

▼受付期間
　7 月 25 日（火）～ 8 月 18 日（金）

　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分（土・日・祝日

　を除く）　※郵送での申込も可能

▼試験期日　

　9 月 17 日（日）午前 10 時～ 11 時 30 分

▼試験内容　一般教養

▼試験会場　会津坂下町字五反田 1310-3

　　　　　　会津坂下町中央公民館２階　大研修室

問・申   会津坂下町社会福祉協議会

　　　　☎ 83-1368　担当　佐瀬

会津坂下町社会福祉協議会　　
職員募集　

催し催し 秋まつりを開催します！

　秋まつりは下記の開催日程です。皆さんぜひお越し

ください！！

日　９月１6 日（土）　宵祭り

　　　　１７日（日）　本祭り　

問　会津坂下町観光物産協会 ☎ 83-2111

お知らせ informationお知らせ information

日日時　場場所　期期間　内内容　提提出物　対対象　持持ち物　費費用　申申し込み先　問問い合わせ先　

　会津坂下町男女共同参画推進会議は、『自分らしく

生きよう！男女共同参画川柳コンクール』を開催しま

す。テーマは「家庭・地域・職場・学校・防災」です。

たくさんの応募をお待ちしています。

▼募集期間　　８月１４日（月）～９月２２日（金）

▼募集部門　　一般（１８歳以上）

　　　　　　　学生（中学生・高校生）

　　　　　　　ファミリー（小学５・６年生）

▼応募方法　

　応募用紙に記入し中央公民館

又は、 寄りの地区コミュニティ

センターへ持参してください。

ファックスでも可能です。応募

用紙は中央公民館、各地区コミュ

ニティセンターにあります。

　問 　会津坂下町男女共同参画推進会議事務局

　　　 （中央公民館）　☎ 83-3010

募集募集 第１２回
男女共同参画川柳作品募集！　

　会津大学では、ＩＴ技術やプログラミングスキルを

習得し、県内企業への就職を希望する女性を応援しま

す。インターネットでのｅ—ラーニング方式が中心で、

約 12 か月の講座を修了すると、企業での職場体験や

面接会に参加できます。

　詳しくは、下記ホームページをご覧いただくか、お

気軽に電話でお問い合せください。

期　募集期間　８月 31 日（木）まで

費　受講料　４万円

問　会津大学復興支援センター

☎ 37-2768（平日午前 9 時から午後５時まで）

ＨＰアドレス

　http://www.u-aizu.ac . jp/ informat ion/

jyoseipg.html

募集募集 会津大学女性プログラマ育成塾
受講生募集
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　中央公民館図書室では、親子を対象に読み聞かせが

できる場所として図書室を夜間開放する「ナイトライ

ブラリー」を実施します。

　親子で声に出して、好きな絵本を自由に楽しく読ん

でみませんか？当日は「ばんげ読み聞かせの会」によ

る絵本の読み聞かせも行われます。

　事前申込みは不要ですので、ぜひお気軽に遊びに来

てください！

日　７月２８日（金）午後 6 時～ 8 時

場　中央公民館　図書室　℡ 83-3010

対　小学生以下の子ども及びその保護者

問　教育課　社会文化班（中央公民館）

　　☎ 83-3010

催し催し ナイトライブラリーを実施！

催し催し 敬老会を開催します
　町では長寿のお祝いを記念して、敬老会を開催しま

す。ご近所のご友人などお誘い合わせておいでくださ

い。　

日   ９月９日（土）午前９時３０分開会

場　坂下南小学校体育館

対　９月１日現在で満 75 歳以上の方

内　該当者については往復ハガキで出席確認通知を送

付します。出席される方は、返信用のハガキを投函す

ることで、出席の手続きとなります。※当日は上履き

をご持参ください。

問・申　会津坂下町社会福祉協議会　☎ 83-1368

       　  生活課　福祉健康班　　　　☎ 84-1522

催し催し 今年も夜宵の酔祭りを開催！！

　会津ばんげ馬
さくら

の会による馬肉料理の販売や、ばんげ

ぼんげ音楽アーティスト協議会によるコンサートを行

います！ご家族・ご友人と一緒にぜひご来場ください。

日　８月５日（土） 午後５時３０分～９時 30 分

内　屋外での馬肉料理の販売

場　町役場東駐車場

問　会津ばんげ馬
さくら

の会事務局（役場商工観光班内）　　　　

　　☎ 83-5711

催し・暮らし催し・暮らし

催し催し
ソーシャルビジネス促進セミナー
inあいづのお知らせ

　少子高齢化や人口減少など、地域が抱える様々な課

題を解決し、安定的かつ継続的な雇用を生み出す「ソー

シャルビジネス」が注目されています。本セミナーで

は、地域課題の発掘とその解決に向けたワークショッ

プやビジネス支援の相談会を開催します。参加料は無

料です。地域間の交流や意見交換の場としても、お気

軽にご参加ください。（町ＨＰもご参照ください）

日　９月２日（土）　午後２時～５時

場　会津若松市生涯学習総合センター「會津稽古堂」

　　３階　研修室

対　・ソーシャルビジネス分野での起業などをお考え　　

　　　の方

　　・社会的事業や地域貢献活動をお考えの方

申・問　日本政策金融公庫 会津若松支店（担当 大野）　　　

　　　   ☎ 27-3120

催し催し

　今年も体育の日に「ばんげちびっこリレーマラソン大

会」を開催します！リレーマラソンは、6 人 1 チーム

で 1 周 1.5km のコースを 1 人 1 周ずつ走ってリレー

を行います。

　学校のクラス・スポ少・スポーツクラブ・友達同士な

どでチームをつくり、奮ってご参加ください！走ること

が大好きという子どもたちの参加をお待ちしています。

日  10 月 9 日（月）【体育の日】午前 9 時より開会式

場   ばんげひがし公園（鶴沼球場）

申   金上コミュニティセンター    　  　☎ 83-3538

　   教育課　社会文化班（中央公民館）☎ 83-3010

第１０回
ばんげちびっこリレーマラソン大会　

暮らし暮らし 総合防災訓練のお知らせ

　総合防災訓練を開催します。

日　8 月 26 日（土）    午前 9 時～正午

場　会津坂下町立坂下東小学校周辺 坂下地区各行政区

内　避難所設置訓練、ヘリコプター救助訓練、車両解

　　体・救出救助訓練など

※天候によりヘリコプター救助訓練は中止となる場合

   があります。

問　総務課　危機管理班　☎ 84-1533
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暮らし・相談暮らし・相談

第１０回特別弔慰金の申請はお済
みですか？暮らし暮らし

　現在、申請を受け付けております。請求期間を過ぎる

と弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意

ください。

支給対象者の条件
○戦没者などの死亡当時のご遺族で、基準日（平成２７

　年４月１日）において、「恩給法による公務扶助料」

　や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等

　を受ける方がいないこと。

○ 先順位のご遺族１人に支給

　①基準日において、弔慰金の受給権を取得した方。

　　（配偶者の場合は要件あり）

　②戦没者等の子

　③戦没者等の父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

　④上記①～③以外の三親等以内の親族（甥・姪等）

　※④については、戦没者等の死亡時まで一年以上の生　

　　計関係を有していた方に限る。

請求期間　　平成３０年４月２日まで

内　額面 25 万円、５年償還

申・問　生活課　福祉健康班（③番窓口）　

　　　   ☎ 84-1522

お知らせ informationお知らせ information

日日時　場場所　期期間　内内容　提提出物　対対象　持持ち物　費費用　申申し込み先　問問い合わせ先　

  所得が少ないなどにより、保険料の納付が困難な場合

には、申請により保険料の免除・猶予される制度（3 種

類）があります。（２０歳から 60 歳未満の方で、任意

加入者は除く）

　①免除制度（全額・一部免除）
　②納付猶予制度（５０歳未満対象）
　③学生納付特例制度（学生で６０歳未満対象）
　　いずれも前年所得が一定額以下の場合承認されま

　す。（離職者、震災・風水害等の被災者の方は、所　

　得に関係なく承認される場合があります）

持　年金手帳・印鑑（本人署名の場合は不要）・所得

　　証明書（平成２9 年 1 月 2 日以降に当町に転入し

　　てきた方のみ）・退職（失業）している場合は、雇

　　用保険受給者証、離職票など退職の事実がわかる公

　　的機関の書類を添付してください。

※保険料を未納のままにしておくと、老齢年金、障害　

　年金、遺族年金等を受けられない場合があります。

　必ず保険料の納付または免除申請を行ってください。

※所得要件の審査をするため、所得申告を忘れずに行っ

　てください。

問　生活課　保険年金班　☎ 84-1501

国民年金保険料を納付することが
難しいとき（免除申請）暮らし暮らし

●ひとり親家庭 ( 母子家庭・父子家庭 ) のために次の

制度があります。

①児童扶養手当　

　児童を育てているひとり親家庭や、父母の一方が　

一定の障がいのある家庭、または父母にかわって児童

を養育している人に支給されます。

②ひとり親家庭医療費助成制度
　ひとり親家庭の親 ( 児童が満１８歳になった年の年

度末まで ) が、病気などのため医療機関で受診したと

き、窓口で支払う保険診療の自己負担額　（1,000 円

を超えた金額）を助成します。

③母子寡婦福祉資金貸付金
　母子家庭や寡婦の方に、経済的自立や子どもの福祉

の向上を図るため各種資金を低金利または無利子で

お貸ししています。

●障がいを持つ子どもの家庭のために次の制度があり

ます。

〇特別児童扶養手当
　身体または精神に障がい ( 中度又は重度 ) を持つ

20 歳未満の人を監護している父母または養育者に支

給されます。

問　子ども課  子ども支援班　☎ 84-3712

ご存知ですか？ひとり親家庭等へ
のサポート暮らし暮らし

　毎日の生活の中での心配ごと、悩みごとなど、お気軽

にご相談ください。※前日までにお申し込みください。

日　８月４日（金）　午前 10 時～午後 3 時

場　会津坂下町保健福祉センター

問　会津坂下町社会福祉協議会　☎ 83-1368　

相談相談 弁護士による無料法律相談会

人権擁護委員に矢
や べ

部 哲
てつ お

雄氏暮らし暮らし

　平成２９年第１回定例会で、議会

の同意を得て国に人権擁護委員とし

て推薦していた矢部哲雄氏（新任）

が、７月１日付で法務大臣より人権

擁護委員として委嘱発令されました。

　今後は、国民に保障されている基本的人権の擁護と、

人権思想の普及に努め、無料で町民の相談に応じて参

ります。

　なお、２期６年間人権擁護委員としてご活躍頂きま

した前任の猪俣徳吉氏には、改めて感謝申し上げます

とともに、矢部氏の今後のご活躍をご祈念申し上げま

す。

問　生活課　戸籍環境班　☎ 84-1500　
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相談・注意相談・注意

　弾道ミサイルは、発射から短時間で着弾します。ミサ

イルが日本に落下する可能性がある場合、国からの緊急

情報を伝える「Ｊアラート」を活用し、防災行政無線で

サイレン音とともにメッセージを流すほか、緊急速報

メール等により緊急情報をお知らせします。

＜屋外にいる場合＞

　爆風や破片などによる被害を避けるため、できるだけ

頑丈な建物や地下に避難する

＜近くに建物がない場合＞

　物陰に身を隠すか地面に伏せて頭部を守る

＜屋内にいる場合＞

　できるだけ窓から離れるか窓のない部屋に移動する

※サイレン音は国民保護ポータルサイトで確認できます

http://www.kokuminhogo.go.jp/arekore/shudan.

html

問　総務課　危機管理班　☎ 84-1533

注意注意 弾道ミサイル落下時の行動について

　本年 4 月 1 日から、ガスの小売全面自由化が始まっ

たことにより、新規参入業者の電話勧誘や、訪問勧誘

などが増え、町内でもトラブルが起きています。

　中には強引な切り替え勧誘や、詐欺まがいの集金な

ど、悪質なケースも見受けられます。不審に感じた場

合は、安易に契約や支払いをせず、必ず現在契約中の

業者や、下記の相談窓口まで問い合わせ・確認をする

ようにしてください。

　その他、ガスの小売全面自由化に関して、小売契約

を締結する際のトラブルについても、相談を受け付け

ています。

問 経済産業省電力・ガス取引監視等委員会

　 ☎ 03-3501-5725

　 福島県消費生活センター相談専用電話

　 ☎ 024-521-0999

　売買契約書、土地建物の許認可、遺言、相続・離

婚等の書類作成や申請手続きなどの相談に応じま

す。

日　８月３日（木）　午前 9 時 30 分～正午

場　坂下コミュニティセンター　☎ 83-0522

問　生活課　戸籍環境班　　　　☎ 84-1500

相談相談 行政書士会による相談会

注意注意 悪質なガスの小売りセールス販売に
ご注意

区　分 管内
会津

坂下町
区　分 管内

会津
坂下町

強盗 自販機ねらい

空き巣ねらい ３ ３ 車上ねらい

忍び込み ひったくり １ １

事務所荒らし 部品ねらい ４ １

出店あらし 強制わいせつ

自動車盗 街頭犯罪合計 １０ ７

オートバイ盗 その他刑法犯等 ５４ ３５

自転車盗 2 2 全刑法犯 ６４ ４２

会津坂下町内街頭犯罪等発生状況（平成 29 年６月末現在）

注意注意 会津坂下警察署より

注意注意 会津坂下消防署より

問　会津坂下警察署　☎ 83-3451

火遊び注意！
　花火を行う機会が増える夏休み。間違った花火の使

い方は火災や事故を招きます。取り扱いには注意して

ください。

５つの決まり
   ①風の強い日には花火をしない

　②周囲に燃えやすいものがない安全な場所で行う

　③子どもだけで遊ばせない

   ④水の入ったバケツ等を必ず準備する

   ⑤近所に迷惑がかからないよう気を付ける

　　　

問　会津坂下消防署　☎ 83-4100

架空請求詐欺にご用心！
　公的機関や弁護士・債権回収業者などをかたり、有

料サイト利用料が未納で裁判になるなどと脅し、現金

をだまし取る手口が横行しています。宅急便やレター

パックなどを利用しての現金送付、ATM 振り込み、

インターネットギフト券などを購入させ、口座番号な

どを聞き出し現金をだまし取るのが特徴です。

下記の言葉を言われたら詐欺です！
　①アダルト動画の未納料金がある

　②退会手続きがされてない

　③払わないと法的措置をとる

　④身辺調査を開始する

　⑤コンビニでギフト券を買って

※ライターやマッチなどを子どもが使用し、 火災

に至るケースがあります。子どもの手が届かない

場所に置くなど、注意して管理してください。
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乳幼児健康診査・親子離乳食教室・乳幼児健康相談
健診・事業名 実施月日 受付時間 対象者

２歳 6 か月児健診 ８月 22 日（火） 午後 1 時～ 1 時 20 分 平成 27 年 2 月～ 3 月生

3 歳 6 か月児健診 8 月 24 日（木） 午後 1 時～１時 20 分 平成 26 年 2 月～ 3 月生

離乳食教室 8 月 18 日（金） 午前 9 時 30 分開始 平成 28 年 12 月～平成 29 年 1 月生

乳幼児健康相談 8 月 18 日（金） 午後１時～１時 20 分 年齢・月齢は問いません

場健康管理センター 持母子健康手帳・乳幼児健康管理手帳・子どもノート　問生活課 福祉健康班（健康増進係）☎ 93-6169

イベント名 日時 開催場所など 備考

健やかキッズ

８月   ３日（木）

午前 10 時～ 11 時 30 分

場・問　

　子育てふれあい

　交流センター　

  ☎ 84-1784

対　０～１歳の子どもと保護者

持　オムツ・ミルク・飲み物

内　ふれあい遊び

　　※申し込みはいりません

８月３１日（木）

午前 10 時～１1 時 30 分

対　１歳～幼稚園入園前の子どもと保護者

持　オムツ・飲み物

内　親子リフレッシュダンス

　　※申し込みはいりません 

　　※３B 体操は終了となりました。

わらべうた・手

遊びしましょう
８月２４日（木）

午前 10 時～ 11 時 30 分

対　幼稚園入園前の子どもと保護者

持　オムツ・ミルク・飲み物

内　わらべうた・手遊びをしましょう

　　※申し込みはいりません

子育てふれあい交流センターのイベント子育てふれあい交流センターのイベント

現況届の提出を忘れずに！

五浪美術記念館　夏休み企画展開催中（詳細ｐ .14）

　児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給している方、ひとり親家庭医療費受給資格を登録されている方は、毎年

８月に「現況届」を提出しなければなりません。この届は、受給者の所得や養育の状況などを調べ、８月以降の受

給資格の有無を確認するための重要な届です。この届を提出しない場合は、手当が受けられなくなりますので必ず

提出してください。なお、該当者には関係書類を７月下旬に郵送しますのでご確認ください。

●児童扶養手当現況届・ひとり親家庭医療費受給資格登録更新手続き

　８月１日（火）～８月３１日（木）

●特別児童扶養手当所得状況届

　８月１０日（木）～９月８日（金）                                     提・問　子ども課  子ども支援班　☎ 84-3712

日日時　場場所　期期間　内内容　提提出物　対対象　持持ち物　費費用　申申し込み先　問問い合わせ先　
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休日救急診療当番休日救急診療当番
※変更になる場合があります※変更になる場合があります

救急病院救急病院
坂下厚生総合病院坂下厚生総合病院
☎83-3511☎ 83-3511

７月３０日 (日 )７月３０日 (日 )
平野医院 ☎ 83-2243平野医院 ☎ 83-2243

８月１１日 (金 )８月１１日 (金 )　　　　
荒井医院 ☎ 83-2224荒井医院 ☎ 83-2224

８月１３日 (日 )８月１３日 (日 )
遠山眼科医院 ☎ 83-2011遠山眼科医院 ☎ 83-2011

　生活習慣病は万病のもと！みんな

で食生活を見直しませんか？

日 ８月９日（水）　

　午後 1 時 30 分～２時 30 分

場 会津医療センター２階　会議室

問 会津医療センター患者支援センター

　　☎ 75-2238

日　８月５日（土）

　　午前 9 時～ 10 時 30 分

対　町内の幼稚園入園前の

　　子どもと保護者

持　飲み物・着替え・オムツ

内　水遊び

場・問　ばんげ保育所　

☎　83-3202

保育所に遊びに行こう♪

放射線量測定結果放射線量測定結果

施設のお知らせ施設のお知らせ

８月の休館日：14 日（月）を除く毎週月曜日
　　　　　　　　　　　　　　　　（定期休館）

春日八郎おもいで館春日八郎おもいで館 年中無休（１２月～３月は冬季休館）

第４回　健康教室開催

月日 数値

7 月１日 0.056

6 月１日 0.053

5 月１日 0.052

調査地点 数値

坂下東幼稚園 0.080

ばんげ保育所 0.058

えくぼ遊育園 0.064

もみの木保育園 0.054

調査地点 数値

坂下中学校 0.064

坂下南小学校 0.097

坂下東小学校 0.080

坂下南幼稚園 0.097

糸桜里の湯ばんげ・春日八郎おもいで館管理運営　

( 株 ) 会津ばんげ公共サービス　☎ 83-1151

五浪美術記念館五浪美術記念館　夏休み企画展開催中　夏休み企画展開催中（詳細ｐ .14）（詳細ｐ .14）
８月の休館日　７日（月）、１４日（月）、２２日（火）、　　　

　　　　　　　２８日（月）～３１日（木）

９月・１１月の町民ギャラリー貸出受付中！９月・１１月の町民ギャラリー貸出受付中！
　　　教育課　社会文化班　☎ 83-3010

●町県民税 ●国民健康保険 ●介護保険料　

●上下水道料・農集排使用料 ●住宅使用料 

●後期高齢者医療保険料 ●児童福祉負担金

休日は下記までお問い合わせください。

【役場周辺】 【学校等】７月５日現在 単位：マイクロシーベルト

町の人口と世帯町の人口と世帯 (7月１日現在 )(7 月１日現在 )

　人　口…　15,985 人 　  （+ 7）

　　男　… 　7,644 人  　 （±  0）

　　女　… 　8,341 人　　 （+ 7）

　世　帯… 　5,513 世帯　 （-13）

 　氏　名　     保護者 行政区

棚木　陽
ひ ま り

葵　 修也・由紀 青  津

菊地　奏
そうすけ

介　 達郎・悠美 桜木町

船木　梨
り ん か

楓   竜也・由希子 朝  立

鈴木　心
こ こ な

絆　 義之・麻美　　船　窪

戸籍の窓口戸籍の窓口 (6月6日～ 7月5日 )(6月 6日～ 7月5日 )

お誕生おめでとう

建設課　上下水道班　☎ 84-1530

今月の納税今月の納税納期限８月31日（木）

糸桜里の湯ばんげ糸桜里の湯ばんげ
お盆中も休まず営業！！お盆中も休まず営業！！

　 氏   名  　   年齢    行政区

渡  部  信  夫      村  田

佐々木  英  子      勝  方

  薄　  百合子      上金沢

佐  藤　泰  一      長  井

長谷川  キミヨ        片  門

長谷川  ミイ子         蛭  川

平  野　裕  子      気多宮

黒  澤　  剛 　       上  町

笠  間　  元 　       沼  越

渡  部　絹  子      矢ノ目

　  澤　ケイ子      緑  町

小  池　  馨 　       青  津

、̀
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草戸

8/21（月）
観覧無料！

県民の日
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追悼の意を表します


