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『黄砂の籠城；上・下』

（講談社文庫）
『月の満ち欠け』 『みみずくは黄昏に飛びたつ』

『生きる』

（日本傑作絵本シリーズ）

松岡圭祐／著

講談社

佐藤正午／著

岩波書店

川上未映子／訊く
村上春樹／語る

新潮社

谷川俊太郎／詩
岡本よしろう／絵

福音館書店

時は 1900 年。北京で外国

人排斥を叫ぶ武装集団・義和

団と清国正規軍隊に包囲され

籠城戦となった列強国を実質

的に先導したのは、会津藩出

身の陸軍中佐・柴五郎だった。

「あたしは死んでも、もうい

ちど生まれ変わる。いちど欠

けた月が満ちるように。そし

て、あなたの前に現れる。」

過ぎし日々が交差し、幾重に

も織り込まれてゆく数奇なる

愛の軌跡。

10 代からの熱心な愛読者で

ある作家・川上が、村上春樹

のすべてを訊き尽くす。誰も

が知りたくて訊けなかった創

作の源泉とその素顔を、鮮烈

な言葉で引き出した貴重な記

録。

谷川俊太郎の詩『生きる』が、

絵本になりました。子どもた

ちが過ごす何気ない日常のな

かにこそ、生きていることの

すべてがある、そんなメッ

セージがこめられた素敵な絵

本です。

本のタイトル 著者名 出版社

『応仁の乱：戦国時代を生んだ大乱』（中公新書） 呉座勇一 / 著 中央公論新社

『劇場』 又吉直樹 / 著 新潮社

『ＢＵＴＴＥＲ』 柚木麻子 / 著 新潮社

『くろねこのどん』 岡野かおる子 / 作 理論社

『ぼくたちのリアル』 戸森しるこ / 作 講談社

慶徳稲荷神社の御田植え祭資料（慶徳稲荷神社所蔵）

※このほかにもたくさんあります。

おすすめの新着本紹介
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日 月 火 水 木 金 土
25 26 27 28 29 30 1

●町民プール
　オープン㉒

2
●健康麻雀大会
   ㋖

3
●幼稚園に遊び
　に来てね㉗

4
●人権行政相談㉒

●４か月健診㉖

5 6
●御田植祭り⑲
●就職フェア⑳
●法律相談㉑
●健やかキッズ㉖

7
●御田植祭り⑲
●保育所に遊び
　に行こう㉖

8

9
●困りごと相談㉑

10 11
● 10 か月健診㉖

12 13
● 1 歳６か月健診㉖

●健やかキッズ㉖

14
●歯科健康相談

　フッ素塗布㉖

15
●読み聞かせ ㋖

16
●水合戦㉑

17
●海の日

18
●健やかキッズ㉖

19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29
●ばんげマルシェ㋖

●広瀬地区大夏祭㋖

30 31

７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

パン屋さん顔負け！？の

クロワッサン。

つややかに光る表面は、ラ

スクのような軽い口当た

り。はちみつとバターの香

りがふわっと漂います。
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ばんげの味が育てる
 おいしい楽しい健やかライフ

その 91

ピーマン春雨 ☆★7月 19日 食育の日・家庭料理の日★☆

《材料》 ２人分

・ピーマン    ３個
・にんじん    １/ ４本
・卵       １個
・春雨      ４０ｇ
・油       適量
・ポン酢     大さじ２
・オイスターソース 大さじ 1.5
・水       大さじ２｛A

１人分約１９４kcal 塩分 2.5ｇ

① ピーマン、にんじんは細切りに
② 卵は、フライパンでスクランブル
  エッグにし、皿にとっておく。
③ 春雨は熱湯で2分ほど茹で、食べやすい⾧さに切る。
④ フライパンに油を熱し、にんじんを炒め、やわらかくなったらピーマン
  を加える。そこへＡの調味料をいれてから、③の春雨もいれて軽く炒める。
⑤ ②の卵を加えて混ぜたら完成。

∼作り方∼

認 定 農 業 者 会 りよ きゅうり、トマト、ピーマン、なす、かぼちゃ

ピーマンは唐辛子の一種で、カロテン、ビタミンＣが豊富に含まれています。
保存する場合にはラップをして冷蔵庫に入れると、ビタミンの損失が少ない
のでオススメです♪

ＭＥＭＯ

　　　　　　　　【問い合わせ　生活課　福祉健康班　健康増進係　☎ 93-6169】

７月出荷予定 
  の野菜
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７月６日（木）～７日（金）
第５５回七夕書道展　午前９時～午後５時

                    （７日は午後４時まで）　　町民体育館

７月７日（金）

神輿渡御　 午前９時２０分～午前１１時５５分　

《順路》栗村稲荷神社→町役場→台ノ宮公園→町民体育館→栗村稲荷神社

午後０時３０分  定林寺

早乙女踊り　 午後０時４５分～午後３時　定林寺

太鼓台牽引　午後１時３０分～午後３時　

            諏訪町・新町・新富町の太鼓台が町内を巡行します。

午後１時３０分～　　諏訪神社境内

開催日程

《披露場所》栗村稲荷神社⇒定林寺 ⇒町役場前⇒台ノ宮公園⇒道の駅あいづ

　　　　　　12:45　　　13:20 　   13:50      14:20　　 　15:00 

栗村弾正

墓前法要

奉納親善

相撲大会

【問い合わせ　（一社）会津坂下町観光物産協会　☎ 83-2111

　　　　　　　　　　産業課　　商工観光班　　☎ 83-5711】
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募集・催し

募集

　現在高校、専門学校在学者で平成 30 年 3 月卒業

予定者・就職希望者を対象に下記の催しを開催いたし

ます。多くの方の参加をお待ちしております。

合同企業説明会「就職フェア inばんげ」

　会津坂下町内企業による合同企業説明会を開催いた

します。

日　７月６日（木）　　午前の部　  ９時３０分

　　　　　　　　　　  午後の部 １４時３０分

場　中央公民館　大研修室

企業現地見学会

日　７月２６日（水）・２７日（木）　

　　事前申請が必要です。

内　会津坂下町内企業をまわるバスツアー

問　産業課　商工観光班　☎ 83-5711

催し 合同企業説明会・企業現地見学会

開催

　平成 29 年度町除雪作業員を募集します。

▼雇用条件等

○雇用期間

  12 月中旬～平成 30 年３月中旬まで（基本的に土  

  日祝日は休みになりますが、降雪時は出動となりま

  す。）

○勤務時間

  基本的に、午前８時 30 分から午後５時 15 分まで

  となります。（降雪時は、早朝からの出動となる場

  合があります。）

○賃金　日額９，２５０円

▼募集人員　   若干名

▼募集期間　   ７月 10 日（月）～ 26 日（水）

▼必要な免許　作業免許と大型または大特免許

▼応募方法　

　除雪作業の経験について記入した履歴書を作成の

　上、下記まで提出願います。

問・申　建設課　都市土木班　☎ 84- １５０６

　この事業は、厚生労働省から補助を受け実施してお

り、先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対象と

して、父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行う

とともに、同地域の住民と友好親善をはかることを目

的としています。

問・申　日本遺族会事務局　☎ 03-3261-5521

募集 町除雪作業員募集

「戦没者遺児による慰霊友好親善

事業」参加者募集

　環境美化に対する関心意欲を高め・きれいな地域づ

くりを促進することを目的に緑のカーテン表彰を行い

ます。ご応募をお待ちしております。

対　町内の学校、団体、企業、個人

応　申込用紙に必要事項を記入の上、緑のカーテンの

写真を添えて、生活課戸籍環境班まで申し込みくださ

い。（なお、自薦、他薦は問いませんが、他薦の場合は、

本人了承を得て応募してください。）

応募締切　８月３１日（木）

表彰　粗品を贈呈します。

問　生活課　戸籍環境班（⑨番窓口）☎ 84-1500

募集 緑のカーテンに取り組んだ方を表

彰します

募集

　平成３０年度採用予定の消防職員・事務局職員を募

集します。

〇消防職員　４名程度　

　消防署等において警備、予防、救急の業務。

　深夜業を含む交替制勤務（男女とも）

〇行政職（事務局職員）　　１名程度

〇受験資格　高等学校卒業程度の学力を有し、平成２

年４月２日～平成１２年４月１日までに生まれた者

〇受検案内・試験申込書の請求

消防本部、消防署、分署、出張所、市町村役場で交付　

消防本部ホームページからダウンロード可

　http: //www.119 aizu.jp

〇受付期間　

　7 月 12 日（水）～ 8 月 10 日（木）

　持参：午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

　郵送：8 月 8 日（火）の消印まで有効

〇１次試験日　９月 17 日（日）

　教養試験　会津大学（行政職は教養のみ）

　体力試験　会津大学体育館

問　会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部

　　総務課総務グループ　☎ 59-1400

広域市町村圏整備組合

消防職員・事務局職員募集 

お知らせ infomation
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　成人式を迎える皆さん、おめでとうございます。

中学校を卒業してから、もう５年が経ちました。懐か

しい恩師や友達の笑顔に会える成人式。人生の節目と

してぜひご出席ください。

日　８月１５日（火）

　　受付　午前９時から

　　開式　午前１０時

場　中央公民館　大研修室

▼該当者　

　平成８年４月２日から平成９年４月１日までに生ま

れた方で、会津坂下町に住所がある方または町内の中

学校等を卒業した方（区域外通学者含む）。

　該当者には、会津坂下町の住所地（保護者住所）へ、

ハガキでお知らせいたします。該当者で通知がない場

合は、お問い合わせください。

問　教育課　社会文化班（中央公民館内）

　　☎ 83-3010

催し 会津坂下町成人式のお知らせ

催し 夏まつりを開催します

　夏まつりを下記の日程で開催します！皆さんぜひお

越しください。

日　８月 6 日（日）

内　歩行者天国・流し踊り

場　役場前通り

問　（一社）会津坂下町観光物産協会　☎ 83-2111

催し 今年も夜宵の酔祭りを開催します

　町名物の馬肉料理を屋外で楽しみましょう！皆さん 

ぜひお越しください。

日　８月５日（土）

内　会津ばんげ馬（さくら）の会による馬肉料理や飲

      み物の提供

場　町東駐車場

問　産業課　商工観光班　☎ 83-5711

催し・相談

　売買契約書、土地家屋問題などに関する困りごとの

相談に応じます。

日　７月６日（木）　午前９時 30 分～正午

場　会津坂下町町民体育館

問　生活課　戸籍環境班　　　　☎ 84-1500

　　坂下コミュニティセンター　☎ 83-0522　

相談
司法書士・土地家屋調査士による
法律相談会

　疾病などによる視機能低下（著しい視力低下や視野

狭窄、視野欠損等）で、就学や進学、就労でお困りの

方の教育相談・支援相談を行っています！お気軽にお

問い合わせください。

日　月曜日・水曜日・金曜日　午前９時～午後４時

場　福島県立視覚支援学校

対　乳幼児から成人の方まで

問　福島県立視覚支援学校（旧盲学校・福島市）

　　☎ 024-534-2574

相談
視覚障がい者の教育相談・
支援相談

　職場の中での困りごとや疑問についての相談をお受

けします。相談は無料で秘密は厳守します。現地相談

会では、労働問題に精通している労働委員会委員が対

応します。お気軽にご相談ください。

日　７月９日（日）　午前１０時～午後５時

場　会津若松市文化センター

　　郡山市労働福祉会館

　　電話相談　024-521-7594

　　　　　　　午前１０時～午後５時

福島県労働委員会事務局（福島市中町８－２）

☎ 024-521-7594　

相談 困りごと相談会の開催

相談 聴覚障がい乳児子育て相談
『みみちゃん教室』

　お子さんの様子や相談内容に応じて、一緒にじっく

りと遊ぶ中でことばやコミュニケーションづくりのお

手伝いをします。

日　月～金曜日　午前 9 時～午後 4 時 30 分

場　聴覚支援学校会津校内「みみらんど・會津」

対　きこえやことばに心配のある乳幼児とその保護者

費　無料

問　☎ 22-1286　※教頭先生にご連絡ください

催し

　今年もやります！ぜひ観覧に来てください。

日　７月１6 日（日）　

場　道の駅あいづ湯川・会津坂下

問　会津坂下町商工会　☎ 83-3139
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相談・暮らし

　｢ 不動産取得税 ｣ は土地や家屋を取得したとき

に一度だけ納めていただく県の税金です。

　住宅用の土地を取得してから３年以内に住宅を

新築（中古住宅の場合は、１年以内に取得）した

場合や、住宅を取得してから１年以内にその住宅

用の土地を取得した場合で、一定の要件を満たす

ときは、これらの土地にかかる「不動産取得税」

を軽減する制度があります。

　また、三世代同居・近居住宅を取得した際の軽

減措置や災害や公共収用時などにも減免制度があ

ります。

　これらの制度は、ご本人の申請により減額・減

免するものなので、該当すると思われる方は、詳

しい要件および必要書類について、下記にお問い

合せください。

問　福島県会津地方振興局県税部

　　不動産取得税チーム　☎ 29-5254

暮らし 不動産取得税軽減制度のお知らせ

　個人事業税は、県内に事務所・事業所を設けて、

物品販売業や不動産貸付業など、一定の事業を営ん

でいる方に納めていただく県の税金です。

　会津地方振興局県税部から送付される納税通知書

により、年税額を８月（第１期分）と 11 月（第２

期分）の２回に分けて納めることになっています。

　ただし、年税額が１万円以下の場合には、８月（第

１期分）に一括して納めることになります。

▼口座振替での納税をお勧めします

　個人事業税については、便利な口座振替の制度が

あります。

　手続きは、納税通知書に同封の「預金口座振替依

頼書」を金融機関に提出し、金融機関で確認を受け

た「納付書送付依頼書」を県税部に提出して行いま

す。

問　福島県会津地方振興局県税部

　　課税第一課事業税チーム　☎ 29５２５１

暮らし

　ばんげひがし公園『町民プール』は今年も、安全安

心をモットーに７月１日（土）オープンします !

  夏休みまでは、土日祝日の日中のみの営業となりま

す。尚、７月２１日（金）からは屋外の流水プールも

オープンいたします。

　皆様のご来場をお待ちしております。

暮らし ばんげひがし公園からのお知らせ

町内の方  　　 一般社会人（大学生含）  １，０００円

         　　  　 高校生以下　　　   　　　  ５１０円

町外の方         一般社会人（大学生含）  ２，０００円

                     高校生以下                  １，０２０円

県外の方         一般社会人（大学生含）  ３，０３０円

          　　　  高校生以下　                ２，０００円

※上記金額は、鶴沼球場グランド１時間あたりの単価

　となります。附属の設備を使用した場合には、別途

　料金が加算されます。

※尚、５０％減免の場合には通常料金（条例の料金）

　からの減免となります。

問　ばんげひがし公園　指定管理者

　　特定非営利活動法人スポーツクラブバンビィ

　　☎体育館　８３－２３０１

　　☎野球場　８３－３７５５

　　☎プール　８３－３７９２

『鶴沼球場』使用料改定のお知らせ

　ひとりで子育て中のお母さん、お父さん、お仕事

探しに困っていませんか？ひとりで抱え込まず、お

気軽にご相談ください。

問　福島県会津保健福祉事務所

　　児童家庭支援チーム

☎29-5278（平日午前8時30分～午後５時まで）

相談
ひとり親家庭の就職活動を
サポートします

　暴力をふるわれた等、人権に関することや役所な

どへの苦情や問題などの相談に応じます。

日　７月４日（火）　午前１０時～午後３時

場　会津坂下町町民体育館

問　生活課　戸籍環境班　　　　☎ 84-1500

　　坂下コミュニティセンター　☎ 83-0522　

相談 人権・行政合同相談会

お知らせ infomation
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その他・暮らし

　これから犬を飼いたい方、現在飼っている犬をしつ

けたいと思っている方を対象に下記により飼い犬のし

つけ方教室を開催します。この機会に参加してみては

いかがでしょうか ?

日　①学科講習　７月 12 日（水）

　　　実技講習   ７月 19 日（水）

　　②学科講習　９月 20 日（水）

　　　実技講習   ９月 27 日（水）

　　　　　　　　午前か午後のどちらか一回

　　③学科講習　11 月   ８日（水）

　　　実技講習   11 月 15 日（水）

　　　　　　　　午前か午後のどちらか一回

時　学科講習　午前 10 時～ 12 時

　　実技講習　午前 10 時～ 12 時または

　　　　　　　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分

　※学科講習を受けた翌週に犬を同伴した実技講習　

　　　を行います。

場　会津保健福祉事務所　会議室

　　会津若松市追手町７－４０

内　飼い犬に関する法令、規則、犬のしつけ方等につ

　　いて　

 　  ※学科講習を受講した方のみ実技講習を受講で

　　　 きます。

定員　各回６組程度（※ 定員になり次第締め切らせ

ていただきます。）

申・問　会津保健福祉事務所（会津保健所）

　　　　食品衛生チ－ム「動物愛護担当」

　　　　　　　　　　☎　 　２９－５５１７

　　　　　　　　　　FAX　２９－５５１３

飼い犬のしつけ方教室開催暮らし

　６月２３日（金）～６月２９日 ( 木 ) の一週間は「男

女共同参画週間」です。

　今年のキャッチフレーズは、『男で○、女で○、

共同作業で◎。』

　男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、

それぞれの個性と能力を発揮して活躍できる「男女

共同参画社会」を実現するためには、みなさん一人

ひとりの取組が必要です。

　私たちのまわりの男女のパートナーシップについ

て、この機会に考えてみませんか？

問 会津坂下町男女共同参画推進会議委員会

事務局　教育課　社会文化班　☎ 83-3010

平成29年度「男女共同週間」の

お知らせ
暮らし下水道排水設備工事責任技術者

資格認定試験のお知らせ
その他

　下水道排水設備工事は、条例等により各市町村に登

録された指定工事店でなければ、その設計、施工を行っ

てはならないと定められており、指定工事店としての

登録要件のひとつに、排水設備工事責任技術者（一定

水準以上の技術を持った技術者）を専属させることが

必要とされております。

 この認定試験に合格した方は、排水設備工事責任技

術者名簿に登録することにより、排水設備工事責任技

術者と認定され、指定工事店の専属技術者として活躍

することが可能となります。

【認定試験】

○試験日  １１月５日（日）

場 郡山市田村町 日本大学工学部

○申込期間　７月１８日（火）～８月３１日（木）

○受験資格など

①高等学校以上の土木工学科またはこれに相当する課

　程を修了し卒業した者

②高等学校以上を卒業した者で、排水設備工事等の設

　計または施工に関し、受験申込日において１年以上

　の実務経験を有する者

③排水設備工事等の設計または施工に関し、受験申込

　日において２年以上の実務経験を有する者

④前各号に掲げる者に準ずるものとして別に定めるも

　の

○受験手数料　3,000 円

申・問 建設課 上下水道班 ☎８４- １５３１（施設係）

【受験講習会】

日　１０月７日（土）

場　 郡山市　郡山ユラックス熱海

○申込期間　７月１８日（火）～８月３１日（木）

○受講手数料　3,000 円

案内書・申込書等は上下水道班に用意してあります。

（７月下旬から配布予定）

申・問 建設課 上下水道班 ☎８４- １５３１（施設係）

      実施機関　公益財団法人福島県下水道公社　　　　　

      福島市大町５番６号　日本生命ビル２Ｆ

      ☎０２４－５２４－３５１０

      http：//www.fspc.or.jp

下水道排水設備工事責任技術者受験講習会の実

施について
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注意

注意 坂下警察署より注意 会津坂下消防署より

「電子マネー型」の被害に注意

　

事案概要

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 ２ ２ 街頭犯罪合計 １０ ７

オートバイ盗 その他刑法犯等 ３４ ２３

自転車盗 全刑法犯 ４４ ３０ 問　会津坂下警察署　☎８３－３４５１

　これからの暑い季節熱中症対策を心がけましょう

熱中症は、炎天下で運動や作業をする時だけでなく、

高温多湿となっている室内に長時間いるだけでも症状

がみられます。自分でできる熱中症対策を心がけるこ

とと、熱中症と思われる方を発見したら適切な処置を

お願いします。

≪熱中症予防・対策≫

◆のどが渇かなくても、水分（塩分）をこまめにとろ

　う！

◆適度な空調（扇風機、エアコン）で室内を涼しくし

　よう！

◆快適な環境で、しっかり睡眠をとろう！

◆栄養バランスの良い食事で暑さに負けない丈夫な体

　づくり！

≪熱中症の分類と対処法≫

　５月 29 日のお昼ころ、Ａさん（40 歳代、女性）

の携帯電話に「有料動画の未納料金が発生していま

す」

等のメールが送られてきました。

　Ａさんはメールに記載された番号に連絡すると、

男性（犯人）が出て「未納の２５万円を電子マネー

で支払ってください」「コンビニ５か所で５万円分の

電子マネー券を１枚ずつ購入し、ギフト券の裏面に

記載された番号を電話で連絡してください」などの

ことを指示されました。

　Ａさんは、犯人の指示に従い、会津坂下町内の５

店舗のコンビニエンスストアを訪れ、各店で５万円

分の電子マネー券を購入し、裏面に記載された番号

を犯人に教えてしまいました。その後、Ａさんは不

安を抱き警察署を訪れ、警察官の指示により被害防

止措置を執り被害を免れました。

軽

重

症　状 対　処 受診の有無
めまい・立ちくら

み・手足のしびれ

涼しい場所へ移動・

安静・水分補給
口から飲めない場

合や症状が改善し

なければ受診が必

要

頭痛・吐き気・だ

るい体に力が入ら

ない・集中力の低

下

涼しい場所へ移動・

安静・体を冷やす・

水分、塩分の補給

意識障害（呼びか

けに対して反応が

おかしい）・けいれ

ん・運動障害（普

段どおり歩けない）

涼しい場所へ移動・

安静体が熱ければ

保冷剤などで冷や

す

ためらう

ことなく

119 番！

電子マネー券を購入させてお金をだましとる手口が増

加しています。未納料金等の請求があったら、家族や

警察に相談してください。

１　警察官Ｂ（高卒程度）

　①　受付期間　７月２１日 ( 金 ) ～８月 18 日 ( 金 )

　②　受験資格　昭和 59 年４月２日から平成 12 年

　　　　　　　　４月１日までに生まれた方

　③　試験日　　９月１７日（日）

２　警察事務（高卒程度）

　①　受付期間　８月１日 ( 火 ) ～８月 18 日 ( 金 )

　②　受験資格　昭和 59 年４月２日から平成 12 年

　　　　　　　　４月１日までに生まれた方

　③　試験日　　９月２４日（日）　　　

　　　詳細は下記までお問い合わせください。

会津坂下町内街頭犯罪等発生状況（平成 29 年５月末現在）
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その他・注意

注意

注意

　発電所やダムから水を流したときの水難事故を防ぐ

ため，各所に注意札を立てています。水を流すときは，

スピーカーやサイレンによってお知らせしますので河

原にいる人は危険ですから，すぐ安全な場所に移動さ

れるようお願いします。

〇次の時はスピーカーを鳴らします。

① ダムから初めて水を流す約１０分前

② 発電所から初めて水を流す約１０分前

③ 発電所の出力を増やし水を多く流すとき

( 放送内容 )

「今から川の水が急に増えます。河原にいる人は危険

ですから，すぐ上がってください。」

※毎日９時にスピーカーの音を実際に鳴らして，装置

の点検を行っています。

〇次の時はサイレンを鳴らします。

①ダムの流入量が毎秒 1, 000㎥に達したとき

②ダムの流入量が毎秒 2,000㎥ ( 洪水量 ) に達した

　とき

③ダムの流入量が洪水量オーバー後毎秒 1,000㎥増　

　加毎

（警報内容）

50 秒のサイレンの後、10 秒休みを３回繰り返しま

す。

《河川への不法投棄はやめましょう！！》

問　東北電力株式会社会津技術センター制御所

　　　　　　　　　　　☎ 22-2220

　　只見川ダム管理所　☎ 0241-52-3422

阿賀野川水系ダムの状況を当社 HP から閲覧出来ま

す。

東北電力 HP：　阿賀野川水系ダム情報　で検索

注意 東北電力からのお知らせ

お知らせ infomation

　町は省エネ地球温暖化防止対策として、冷房使用時

の室内温度を２８℃に設定しています。

　こうした執務環境を考慮し、９月３０日までの期間、

職員は、軽装（ノー上着・ノーネクタイ）で執務を行

いますので、ご理解とご協力をお願いたします。

　町主催の会議等につきましても同様となります。

問　総務課　行政管理班　☎ 84-1503

その他

　８～９月は、スズメバチが活発になる季節です。毎

年刺傷事故が発生しており、全国で死亡者が出ていま

すのでご注意ください。

ハチの巣の駆除について

　町では防護服の貸出を行っておりますのでご相談く

ださい。町での直接の駆除は行いません。

刺されないために

　登山など、蜂のいそうな場所にでかける際は、蜂に

狙われやすいダーク系の色は避け、白色系の長袖長ズ

ボンを着用しましょう。頭髪料や香水など、香りのあ

るもの蜂を刺激するので付けないようにしましょう。

知らずに巣に近づいてしまったら

　・手で払ったりせず、できるだけ急いで姿勢を低く

　　したまま逃げる

　・急いで逃げられない場合は、背を向けず姿勢を低

　　くしたまま後ずさるように逃げる

万が一スズメバチに刺されたら

　アナフィラキシーショックの症状（意識がもうろう

とする、呼吸困難、血圧低下など）やじんましん、吐

き気、頭痛、腹痛など刺された部位以外に全身的な症

状が出た場合は直ちに病院に行ってください。

　死亡例の多くは刺されてから１時間以内に起こって

います。救急車を呼ぶこともためらわないでください。

問　生活課　戸籍環境班　☎８４—１５００

　廃棄物（ごみ）の不法投棄は、「廃棄物の処理及び

清掃に関する法律」で禁止され違反すると厳しく罰せ

られます。消費生活の拡大や交通事情の発達に伴い、

道路沿い、農地、山林、河川などへのごみの不法投棄

が後を絶ちません。不法投棄は、美しい自然景観を損

なうばかりでなく ､ 害虫の発生や、有害物質による土

壌・水質の汚染につながる恐れがあり、原状回復に多

大な時間と費用がかかります。

　 町では、不法投棄禁止看板の設置（下記）やパト

ロ－ルの実施など、町内各行政区

のご協力を得ながら定期的な監視

をしていますが、不法投棄の現

場を発見した際には、生活課 戸籍

環境班環境係への通報をお願いし

ます。

問　生活課 戸籍環境班

　　☎ ８４－１５００



こどもと健康の広場
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乳幼児健康診査・歯科健康相談フッ素塗布
健診・事業名 実施月日 受付時間 対象者

４か月児健診 7 月   4 日（火） 午後 1 時～ 1 時 20 分 平成 29 年 2 月～ 3 月生

１０か月児健診 7 月 11 日（火） 午後 1 時～１時 20 分 平成 28 年 8 月～ 9 月生

１歳６か月児健診 7 月 13 日（木） 午後１時～ 1 時 20 分 平成 27 年 12 月～平成 2 ８年 1 月生

歯科健康相談・

フッ素塗布
7 月 14 日（金） 午後１時～１時 20 分

１歳児　平成 28 年 4 ～ 5 月生

２歳児　平成 27 年 6 ～ 7 月生

３歳児　平成 26 年 6 ～ 7 月生

４歳児　平成 25 年 8 ～ 9 月生

持健康管理センター 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

７月   ６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・バスタオル

内ふれあい遊び・ベビーマッサージ

　※申し込みはいりません

7 月 1 ３日（木）

午後 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

内おみせやごっこを楽しもう

　　※申し込みはいりません

水遊びを

楽しもう

７月１８日（火）

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・飲み物・バスタオル・着がえ

内水を使って遊びましょう

　　※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

肝炎ウィルス検査は受けましたか？
日　7 月７日（金）

　　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　七夕まつり会

場・問　ばんげ保育所　

☎　83-3202

保育所に遊びに行こう♪
～ 7 月 28 日は、日本肝炎デーです～

　肝炎は、早期に発見し、早期に治療すれば重い病気になるのを防ぐ

ことができます。まだ一度も肝炎ウイルス検査を受けたことがない方

は早めに肝炎ウイルス検査を受けましょう。町では、総合健（検）診

において C 型肝炎ウイルス検査を実施しています。詳しくは、「平成

29 年度各種健（検）診のお知らせ」をご覧ください。

期　平成 29 年７月１８日（火）～８月５日（土）

　　の総合健（検）診実施日

内　C 型肝炎ウイルス検査

対　今年度４０歳になる方、過去に肝炎ウイルス検査を受けたこと

      がない４０歳以上の方

費　500 円

申・問　生活課　福祉健康班　健康増進係　☎ 93-6169



休日の水道修理について

今月の納税
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休日救急診療当番
※変更になる場合があります

救急病院

坂下厚生総合病院

☎83-3511

  

 あかぎ内科消化器科医院

 ☎83-0303

 渡辺医院 ☎83-3125

 佐藤整形外科医院

 平野医院 ☎83-2243

日 ７月 3 日（月）

　　午前 9 時 30 分～ 11 時 30 分

対 未就園の 0 歳～ 3 歳までの子ども

持 上履き・飲み物（水かお茶）

　 ※保護者が付添いのうえ、動きや  

    すい服装でおいでください。

内 南幼稚園＜七夕飾り作り＞　

　 東幼稚園＜プール・水遊び＞

場・問　

坂下南幼稚園　☎ 83-2410

坂下東幼稚園　☎ 83-8590

放射線量測定結果

施設のお知らせ

７月の休館日　毎週月曜日（定期休館）

　　　　　　　11 日（火）、18 日（火）　（臨時休館日）

春日八郎おもいで館 年中無休（１２月～３月は冬季休館）

入園前のお子さん幼稚園
に遊びに来てね♪

月日 数値

６月１日 0.053

５月１日 0.052

４月１日 0.050

調査地点 数値

坂下東幼稚園 0.086

ばんげ保育所 0.055

えくぼ遊育園 0.066

もみの木保育園 0.058

調査地点 数値

坂下中学校 0.066

坂下南小学校 0.090

坂下東小学校 0.086

坂下南幼稚園 0.090

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
７月の休館日　毎週月曜日（定期休館日のみ）

　　　教育課　社会文化班　☎ 83-3010

●固定資産税　●国民健康保険　

●水道料金・農集排使用料 ●介護保険料

●住宅使用料　●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】６月 1２日現在　単位：マイクロシーベルト

町の人口と世帯
　人　口…　15,978 人 　  （+10）

　　男　… 　7,644 人  　　（+2）

　　女　… 　8,334 人　　  （+8）

　世　帯… 　5,500 世帯　 （+50）

 　氏　名　     保護者 行政区

佐藤　朱
し ゅ り

莉　 貴文　このみ  大上

星　　永
え ま

眞　 知也　のぞみ  束原

江川　奨
しょうま

真　 秀幸  美  和  水島

三瓶　美
み ゆ き

幸   暁幸  恵  美  新舘

鈴木　杏
あ ん な

奈   幸政  和香子 桜木町

  氏 名            年齢   行政区

菊  地　文  隆 63 大江

髙  久　喜美子 93 小原

渡  部　美代子 78 束原

井  関　耕一郎 80     新町

宮  下　長  壽 75   太田谷地

北  條　  守        66 村田

髙  畑　𠮷  平 89    下政所

赤  城　和  憲 53    新開津

小  池　喜  元 87 青津

佐々木　  健        68 新町

松  沢　賢  次 67 宇内

笹  島　  洋   60    新富町

五十嵐　マル子      79    新開津

小  川　宗  夫 89     福原

髙  橋　春  江 68 橋本

松  本　幸  一 87 履形

三  瓶　チイ子 88 新舘

村  岡　サヨ子 74  原

仙　波　秋　子　　　88　　 大村

佐　藤　淳　子　　　82　　 青木

新井田　健　吉　　　87　　古坂下

藤　原　雪　子　　　89　　 勝方

一
生

戸籍の窓口

お誕生おめでとう

追悼の意を表します

建設課　上下水道班　☎ 84-1530

今月の納税納期限7月31日

糸桜里の湯
 ばんげ


