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ＤＡＴＡ

70
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表紙撮影場所

坂下高等学校グラウンド
先生、ＰＴＡ、生徒会が並んでの朝のあいさつ運動。
ＰＴＡの方はこの後仕事という方も多数。生徒の様
子を見たり、交流できる良い機会だそうです。

この日の選択授業は３名で行われていました。

特集
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生徒会会⾧ 
３年 阿

あ べ

部 由
ゆ い と

惟人さん

坂高のここがスゴイ！！

　生徒たちは毎朝授業

開始前の１０分間、自

分の好きな本の読書を

します。毎日行ってい

る大切な習慣で、国語

力や語彙力を鍛えてい

ます。集中力を高める

効果もあるそうで、先

生方も授業中にその効

果を実感しているよう

です。

齋藤 龍希さん  羽田 佑真さん    坂内 萌人さん       阿部 由惟人さん      新井田 大樹さん   斎藤 龍矢さん                   磯目 萌々さん          加藤 優希さん   

生徒の夢を叶える坂下高校
諏
す さ

佐 一
か ず お

夫 校⾧先生

朝読書ってなに？？

株式会社 東北入谷まちづくり建設
営業部 太田 陽介さん
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ＤＡＴＡ

志学会会⾧ ３年  中川 夏
か ほ

帆さん
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会農のここがスゴイ！！

農業クラブ意見発表会ってなに？？
　農業高校は全国組織の農

業クラブ連盟に加盟してお

り、日頃の研究の成果、プ

ロジェクト発表を行う意見

発表会を毎年開催していま

す。今年は会農が運営校。

農業に興味を持つ若者を増

やすため、生産者、加工業

者、販売者を中高生が巡る

ツアーなども企画している

そうです。

地域に根ざした高校でありたい
佐
さ と う

藤 文
ふ み お

男 校⾧先生

k
こ め ろ ん

omelon 代表 ⾧峯 伸さん

佐々木 珠里さん     山浦 悠暉さん  小野 康平さん  佐藤 萌さん

        大堀 優さん                 中川 夏帆さん          五十嵐 慧さん   
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　６月から１０月の間は、集中豪雨（梅雨）や台風などで河川が

増水するため「出水期」と呼び、洪水などが発生しやすいことか

ら警戒を強めることとしています。

　町では万一に備えた対応を行っていますが、被害を最小限に抑

えるためには、町民一人一人の協力が必要不可欠です。

　昨年、全戸に配布しましたＢ４版の「会津坂下町防災マップ」

には、阿賀川の河川水位にともなう判断基準イメージや阿賀川・

宮川が大雨によって氾濫した場合の洪水が想定される区域とその

浸水の深さを示しております。洪水時における対応についてあら

かじめ確認しておきましょう。

　大災害が発生した時には、電気、水道、通信などのライフライ

ンが止まってしまう可能性があります。各家庭でも３日分の飲料

水・食料及び生活必需品を備蓄しておくことが大切です。リュッ

クサックなどに詰めておき、すぐに持ち出せるように備えておき

ましょう。

　◆主な非常持ち出し品リスト（例）

□非常食（カンパンなど）　　 □飲料水

□衣類・下着類・軍手　　　　□貴重品（現金等）

□タオル　　　　　　　　　　□薬・救急セット　　など

～災害から身を守るために～

１．河川の出水期に備えましょう

２．非常持ち出し品の準備をしましょう

３．避難情報について

　町では国土交通省、気象庁、福島県などからの情報を総合的に判断しながら、災害等の発生が予測され

る場合には、防災行政無線を用い避難情報を発表します。

①避難準備・高齢者等避難開始・・・いつでも避難できるよう、非常用持ち出し品を用意し家族や近所の

　人と連絡を取るなどの準備をする。また、避難に時間を要する人は避難を開始する。

②避難勧告・・・避難場所などの安全な所へ速やかに避難する。

③避難指示（緊急）・・・人的被害の危険性が非常に高い状況です。直ちに避難しましょう。外出するこ

　とでかえって命に危険が及ぶ状況では、自宅内のより安全な場所に避難する。

①テレビ・ラジオ・・・台風などの進路予測・気象予報・警報などの情報が入手できます。

②防災行政無線・・・ 災害時には、町から台風情報をはじめ、河川の水位情報・避難情報をお伝えします。

③緊急速報エリアメール・・・町域におられるＮＴＴドコモ・ａｕ・ソフトバンクの携帯電話所有者に、町

  からの避難情報や気象庁からの緊急地震速報をメールにより配信します。（事前登録不要）

④その他・・・　防災関連の情報については、国土交通省、気象庁、町のホームページでも入手できます。

４．防災情報の確認をしましょう

　　　　　　　　　　　　【問い合わせ　総務課　危機管理班　☎ 84-1533】
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路線バス迂回のお知らせ

　古坂下周辺工事に伴う道幅縮小・通行止めにより、バスの通行が困難

となるため、迂回しての運行となります。

　工事期間中は「台ノ下」臨時バス停、もしくは「喜多方街道入口」バ

ス停をご利用ください。

対象バス停 「台ノ下」バス停 「古坂下」バス停

期間

～８月３０日まで

※工事により前後する

場合があります。

～８月１２日

※工事により前後する

場合があります。

臨時バス停

国道４９号沿いに

臨時バス停設置

※詳細は下記略図参照

休 止

略図

【問い合わせ　会津バス坂下営業所　☎ 83-0979　　　政策財務課　政策企画班　☎ 84-1504】

凡例

喜多方・坂下線

御池田線

【臨時】

台ノ下
坂下東小前

若松・坂下線

海老沢線

医療センター線台ノ下古坂下喜多方街道入口

袋原・杉山線

：乗降可

：乗降不可

緑町
※柳津線、荻野・山都線は

停車しません。

※東小経由は停車しません。
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特定健診の受診は

 「健診で何か見つかるのが心配…」と、健診

を先延ばしにしていませんか？生活習慣病の

多くは自覚症状がないため、重症化してしま

うことがあります。

 早期に発見すれば

治癒することが

可能です。体の

「異常の芽」は

小さいうち

に摘み取って

しまいましょ

う。

　健診結果が届いたら、生活改善のスタートで

す。年齢と共に血管や内臓など、体の中身も変

化していきます。健康な体で人生を楽しむため

にも、異常値の有無にかかわらず、より良い生

活習慣を身につけることが大切です。

　頑張って取り組んだ分だけ、必ず成果は表れ

ます。次回の健診結果を楽しみに、

生活改善に取り組みましょう。

ま い と し が です。

ま い

と し

迷わず受けよう！
　　特定健診

「異常の芽」は
   早いうちに

特定保健指導を
   活用しよう

しっかり
　生活改善！！

特定健（検）診を受けて生活習慣病の予防！！

　「去年受けたから…」「忙しくて仕事を休めないから

…」「自分はまだまだ大丈夫」などと、安心していま

せんか？前回の結果に心配な点がなくても、体の状態

は短期間で変化することもあります。

   　　　　　　　　　　　　　　 健康を保つために

                                        　は、車の点検と同じ

                                        　ように、自分自身の

                                           体も継続的にチェッ

                                                クすることが大切

                                                です。小さな変化

　　　　　　　　　　　　　　　　　を見逃さないた

　　　　　　　　　　　　　　　　　めにも、特定健

　　　　　　　　　　　　　　　診を受けましょう。

　健診は結果が届いたら終わり…ではありませ

ん！異常値が見つかった場合、早めの対処が必要

です。「ご飯は少なめにしているし、悪いところ

が見当たらない…」そんな時に保健師・管理栄養

士の出番です。一人ひとり顔や性格が違うよう

に、異常値になった原因も違います。その原因を　　　

一緒に探り、生活スタイルに合った取り組み方法　　　

　　　　　　　　　　　　　　　を考え、次回の

                                             健診までサポー

                                             トします。特定

                                              保健指導の案

　　　　　　　　　　　　　　　 内が届いたら、　

　　　　　　　　　　　　　　　 ぜひ活用しま

　　　　　　　　　　　　　　　 しょう。
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　～みなさん健（検）診を受けましょう～　　　　　　　　

40

74

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

土曜日 ‼

１日増えました！

子宮頸がん集団検診が

　４月に「平成２９年度 会津坂下町　各種健 ( 検 ) 診の

お知らせ」でご案内した内容に加え、土曜日に実施するこ

とになりました。

　今年度、子宮頸がん検診をお申し込みの方は、忘れずに

受診しましょう。

期日 受付時間 会場

　９月　２日（土） 午前９時～１０時

健康管理センター１０月２３日（月）
午前９時～１０時

午後１時～　２時

１１月２８日（火） 午前９時～１０時

～７月３日より受付開始！～

注目！！
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　国民健康保険税（国保税）は、相互扶助の精神にのっとり、疾病や負傷の際の医療費に対して保険

給付などを行う国保の主な財源の一つです。

　今年度の国保税の税率等は、下表のとおり、資産割を廃止し税額を算出することとなりました。こ

れは、平成３０年度から国保の運営主体は県が中心となるため、県が示す算定方式（資産割なし）に

ならって税額を算出しているためです。

平成２９年度の国民健康保険税等のお知らせ

課税項目

税率等

医療保険分 後期高齢者支援金分
介護保険分

（40歳以上 65歳未満）

所得割
 世帯内の国保加入者の 

 前年度所得で計算
７. ９８％ ３．１５％ ３．１４％

資産割
 世帯内の国保加入者の  

 固定資産税で計算
０. ００％ ０. ００％ ０. ００％

均等割
 世帯内の国保加入者数 

 で計算
２５，８００円 ９，９００円 １２，９００円

平等割  １世帯ごとに計算 ２２，８００円 ９，５００円 ７, ６００円

限度額 項目ごとの合計の上限 ５４０,０００円 １９０,０００円 １６０,０００円

※４０歳～６４歳の方の国保税には、介護保険分が含まれています。

※６５歳以上の方の介護保険分は、国保税とは別に納めていただくようになっています。

所得額が一定額を超えない世帯は国保税が軽減されます。
※所得額により、均等割や平等割の軽減措置（２割減・５割減・７割減）が講じられます。

※国の税制改正に沿い、軽減措置を受ける世帯を拡大する措置を講じました。

国保税の納入方法
○納税組合へ加入している方 　⇒ 加入している納税組合へ納めてください。

○納税組合に加入していない方 ⇒ 納税通知書と一緒に送付される納付書で納めてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　また、便利な“口座振替”がお勧めです。

　　　　　　　　　　　　　　　　手続きは、町内の金融機関の各窓口で簡単にできます。

　　　　　　　　　　　　　　　　（持参品：「納税通知書」「通帳」「通帳の届出印」）

※納税通知書は 7 月中旬に世帯主宛でお送りします。国保税の円滑な納入にご協力をお願いします。

☆健（検）診を受けて健康維持につなげましょう！
　７月から健 ( 検 )診を実施します。受診して自分の健康状態を把握し、健康維持に役立てましょう。

☆人間ドック受診者を募集しております。
　町広報誌の５月号（４月２５日発行）にて募集しておりますが、まだ若干の余裕があります。毎日

健康にお過ごしいただくためには、定期的な検査で自分の健康状態を知ることが大切ですので、是非

お申し込みください。なお、定員になり次第募集を終了させていただきます。ご了承ください。

【問い合わせ　生活課　保険年金班（④番窓口）☎８４－１５０１】

※ ７月は国保税の第１期分の納期です。お納め忘れのないようお願いします！
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　　　　　　【問い合わせ　生活課　保険年金班　高齢者支援係（⑤番窓口）　☎ 84-1513】

介護保険負担限度額認定の申請について

※（　）内の金額は、特別養護老人ホームやショートステイ利用の際の金額

対象者

居住費

食費

多床型
従来型
個　室

ユニット型
準個室

ユニット型
個室

生活保護受給者

かつ、預貯金

等が単身で

一千万円（夫

婦で二千万円）

以下

0
490

（320）
490 820 300

世帯全員（世

帯分離してい

る配偶者を含

む。）が住民税

非課税者

老齢福祉年金受給者

課税年金収入額と合計所得

金額と非課税年金収入額の

合計が 80 万円以下の人

370
490

（420）
490 820 390

上記以外の人 370
1,310

（820）
1,310 1,310 650

基準 自己負担

・本人が住民税を課税されていない又は、本人が生活保護を受給している

・本人が住民税を課税されており、本人の合計所得 160 万円未満

・本人が住民税を課税されており、本人の合計所得 160 万円以上で下記に該当

（世帯に 65 歳以上 1 人のみ：年金収入＋その他の合計所得＝ 280 万円未満）

（世帯に 65 歳以上 2 人以上：年金収入＋その他の合計所得＝ 346 万円未満）

1 割

・本人が住民税を課税されており、本人の合計所得 160 万円以上で下記に該当

（世帯に 65 歳以上 1 人のみ：年金収入＋その他の合計所得＝ 280 万円以上）

（世帯に 65 歳以上 2 人以上：年金収入＋その他の合計所得＝ 346 万円以上）

2 割

▼所得段階別の負担限度額

介護保険負担割合証の送付について

　介護保険施設の食費・居住費について、「介護保険負担限度額認定」の申請をすれば、下記対象者は負担

軽減が受けられます。

　なお、現在認定証をお持ちで、引き続きこの制度を利用される方は、更新手続きが必要です。（更新申請

に該当する人は、６月下旬に更新の案内と共に申請書を送付します。）

▼対象者

　①住民税非課税世帯の方（別世帯の配偶者も住民税非課税であること）。

　②預貯金などが基準額（配偶者がいる方は合計２，０００万円、配偶者がいない方は１，０００万円）以下

　　の方。

▼有効期間　８月１日（申請した月の１日）～翌年７月３１日

▼申請方法　役場保険年金班（⑤番窓口　高齢者支援係）までお越しください。

▼持参物　

　①本人・配偶者の預貯金通帳及び有価証券、②印鑑、③本人の個人番号カードまたは通知カード、

　④本人の介護保険証、⑤本人・代理人の顔写真入りの身分証（個人番号カード、運転免許証など）

　介護認定を受けた方には、負担割合証が発行されます。保険証とともに介護サービスを利用するときに必

要となります。有効期限が７月３１日となっておりますので、新しい負担割合証を 7 月下旬に郵送いたし

ます。

▼対象者   総合事業対象者・要支援認定者・要介護認定者

▼有効期間  ８月１日～翌年７月３１日

▼利用者負担割合（65歳以上の方）
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　5 月２０日、照りつける日ざしのなか坂下南・坂

下東小学校では運動会が開催されました。

　子どもたちはリレーや騎馬戦などの競技で日頃の

練習の成果を存分に発揮し、応援に来た家族も借り

物競争などに参加して運動会を楽しんでいました。

　汗を流しながら一生懸命に自分のチームと相手の

チームを応援する子どもたちは、とても輝いて見え

ました。

坂下南・坂下東小学校で運動会開催

坂下南小学校

坂下東小学校
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　５月２９日に、会津坂下町建設業組合により、

国道４９号（会津坂下消防署～藤大橋間）歩道・

路肩の清掃作業が行われました。

　この事業は、町建設業組合によるボランティ

ア作業として毎年行われているもので、町内

１１社から２７名が参加しました。

　教育委員会の活動を地域の皆さんに知っていた

だき、身近なものと感じていただくため、５月定

例教育委員会を広瀬コミュニティセンターで開催

しました。

　今回定例教育委員会を傍聴いただいた地域の方

には、教育委員会の役割・活動についてご覧いた

だけたと思います。今後も開かれた教育委員会を

目指して、７地区での移動教育委員会を開催しま

すので、ぜひ足をお運びください。

開 広瀬コミセンで定例会開催道 路清掃が行われました
会津坂下町建設業組合 

　５月１２日、１７日に、坂下南・坂下東の両幼稚園で幼年消防クラブの結団式が行われました。

　坂下南幼稚園では年長組７７名が、坂下東幼稚園では年長組４２名が入団し、記念のバッジを受け

取り「火遊びは絶対しません」と誓いました。

　園児たちは終了後に、消防法被を着て記念撮影をしたり、目を輝かせながら消防ポンプ車に触れて

いました。

幼年消防クラブ結団式
坂下南幼稚園坂下東幼稚園

かれた教育委員会を目指して
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SL 只見線新緑号が
運行されました！
　5 月２０日、２１日と SL 只見線新緑号が運行され、

会津坂下駅でも乗客や SL の雄姿を一目見ようと訪れ

た家族連れなどでにぎわいました。

　この日は駅のホームで甘酒が振る舞われた他、只見

線応援キャラクター「キハちゃん」もお出迎えし

記念撮影や握手などで乗客の皆さんを楽しませ

ていました。

SL ヘッドマークを描いたの
は坂下中学校生！
　新緑号のヘッドマークに優秀賞作品として採用され

た石山陽菜さんらが役場に来庁し、会津若松駅長から

表彰を受けました。最優秀賞を石山陽菜さん、優秀賞

は鈴木雪乃さん、生江明瑳さん、桑原大翔さんがそれ

ぞれ受賞しました。

　石山さんは「只見線沿線の美しい景色と若々しい緑

を表現しました。出発式での一日駅長など貴重な体験

になりました。」と感想を述べていました。受賞され

た皆さん、これからも素晴らしい作品を描いてくださ

い。

　６月３日、坂下東小学校を会場に会津

坂下町少年相撲教室が開催されました。

　この教室は、公益財団法人日本相撲協

会が全国各地で開催しているもので、当

日は阿
お う の

武松
まつ

部屋の小
お の が わ

野川親方と力士の蘇
いける

さん、末
すえかわ

川さんが来町し、町内外から小

学生７７名が参加しました。

　午前中、日本相撲連盟派遣講師の佐藤

清隆・齋藤充両氏による講義が行われま

した。午後からは親方や力士からまわし

の締め方や基本練習を学んだあと、実際

に土俵に出て一人一人力士と取り組みを

行いました。あいにくの天候にもかかわ

らず、子どもたちは貴重な体験に大喜び

でした。

少年相撲教室開催

左から）生江 明
あ が さ

瑳さん　石山 陽
ひ な

菜さん  鈴木 雪
ゆ き の

乃さん
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 ６月５日、中央公民館において「ばんげ南っ

子クラブ」による花の苗植えが行われました。

  子どもたちは、会津農林高校の生徒たちに苗

の植え方を教わりながら、ベゴニアやマリー

ゴールドなどを植えました。

　苗植え終了後は、広場において生徒たちと一

緒に楽しく体を動かし、交流を楽しみました。

花 の苗を植えました！
放課後子ども教室 南っ子クラブ

　５月２８日、八重尾歌謡教室発表会（チャリ

ティーコンサート）が中央公民館で開催されま

した。また翌５月２９日、代表の八重尾恵子さ

んが来庁し、町の文化振興などに役立ててほし

いと収益金をご寄付いただきました。貴重な財

源として有効に活用させていただきます。

八 重尾歌謡教室５万円寄付
八重尾歌謡教室 八重尾 恵子 様

　会津坂下町農・笑・交プロジェクト実行委員

会により毎年恒例の田植え寄席が開催されまし

た。参加者のみなさんは会津若松市出身の落語

家　三遊亭兼好師匠とともに田植えを行い汗を

かいたあと、師匠の極上の落語「堀の内・ねず

み」を堪能しました。

　次は８月１７日（木）のそば打ち寄席です。　　

　みなさんのご参加お待ちしています。

産業課　農林振興班　☎ 84-1505

田 植え寄席を行いました
落語家 三遊亭兼好師匠

　南幹線沿い（中岩田）にある第１分団５・６

班の屯所車庫に福地智美さんが描いたイラスト

がペイントされ、お披露目されました。イラス

トからは消防士・団員と町の人が力を合わせ、

火災のない住みよい町にしていきたいという想

いが伝わってきます。

　大変かわいらしく、心も和みますので南幹線

を通った際にはぜひご覧ください。そして「火

災０」をめざしましょう。

屯 所シャッターにイラスト
福地智美さんの作品
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83

『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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10

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



23

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
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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
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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
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五浪美術記念館　夏休み企画展

「馬場 泰 展」
～見えないものを　見にきませんか？～

馬場　泰
やすし

　氏　プロフィール

1955 年　南会津郡南郷村 （現南会津町） に

　　　　　　生まれる

1998 年～ 2001 年

　　　　　　会津坂下町立金上小学校教頭

2015 年　春季二紀展会員賞受賞　他

現在　　　会津若松ザベリオ学園小学校副校長

　　　　　　二紀会福島支部長

開催期間
７月１５日 （土） ～
　　　８月２７日 （日）

ギャラリートーク
７月１５日 （土） 午前 10 時～

◇開館時間　午前９時～午後４時３０分

◇休 館 日　毎週月曜日 （祝日の場合はその翌日）

◇観 覧 料  大人２００円　（１６０円）

　　　　　　　　小人 （小 ・ 中 ・ 高） １００円 （８０円）

　　　　　　　　※ （　） 内は２０名以上の団体

無料観覧日

　８月２１日 （月） 県民の日

五浪美術記念館

問い合わせ　教育課　社会文化班　☎８３－３０１０

会津坂下町字台ノ下８４２番地


