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ち の 話 題

交通安全教室開催

 坂下南・東幼稚園、ばんげ保育所で、

保護者も参加しての交通安全教室が行わ

れました。坂下警察署職員から「右・左

をよく見て、手を挙げて道路を渡ってく

ださい。」と教えてもらうと、元気よく

返事をして話を聞いていました。

　交差点では、保護者と手をつなぎ、しっ

かりと手を挙げて横断していました。

坂下南・東幼稚園、ばんげ保育所

津一早い山開き開催
会

高
たかでらやま

寺山（見明地区）

　高寺山（４０２メートル）の山開きが４月９

日に行われました。

　町内外から参加した約２２０名の登山者が小

雨の中、山頂を目指しました。

　山中にはカタクリの花が自生し、登山者の目

を楽しませていました。

　会場では豚汁が振る舞われた他、お楽しみ抽

選会も開催されました。また、記念バッジや地

元産品もお土産として配られました。

越潜行の詩碑をみつめて北 いにしえ街道　束松峠（高寺地区）

 ４月 29 日、束松峠頂上にて、会津戦争終結

１５０年プレ事業が会津坂下町観光物産協会に

より執り行われました。

　時の会津藩公用方、秋月

悌次郎が束松峠で詠った

「北越潜行の詩」を会津吟

詠会所属の千鶴道場・青葉

道場・新栄道場の皆さんに

詠んでいただき、当時を偲

びました。
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　町では、過疎化や高齢化により、担い手不足となっている

地域産業の後継者育成を目的に、福島県と協同で「福島県地

域おこし協力隊」を設置しました。隊員は町と県、両方の「地

域おこし協力隊」という位置づけのもと、３年間活動します。

　今回５月より、新たに二宮みどりさん、鈴木綾子さんの２

名が地域おこし協力隊として活動を開始しました。２人は、

受け入れ団体である株式会社ＩＩＥにおいて、生活スタイル

の変化と共に衰退してしまった「会津青木木綿」の藍染の技

術の復活を目指して活動し、主に技術の習得や地域における

会津青木木綿の歴史調査・研究、体験ツアーの企画・実施等

に従事します。

　５月１日には県と町の両方で委嘱状交付式が行われ、２人

はそれぞれ「探求心を持って励みたい」、「一日一日を精一杯

活動したい」と抱負を述べ、これからの活動に意欲を燃やし

ていました。

地域おこし協力隊活動開始
新たに２名　株式会社Ｉ

イ ー

ＩＥで活動

髙
たかく けんいち

久賢一指導主事
教育委員会に着任

　４月より、指導主事として髙久賢一先生が会津坂

下町教育委員会に着任されましたのでご紹介しま

す。

自己紹介

出身地：会津若松市

前任地：柳津町立西山小学校

　休日にいろいろな店でランチを食べるのを楽しみ

にしています。会津坂下町もおいしいものがたくさ

んあるので食べ過ぎないように気をつけたいと思い

ます。

会津坂下町の印象について

　今から 25 年前に１年間、舘ノ下のアパートに住

んでいました。その頃から近所の方々とよく挨拶を

交わしていました。今もそれは変わらず、子どもた

ちが通学途中に元気な挨拶を交わす姿を見て、とて

もうれしく思っています。「明るく、元気な町」と

いう印象です。

今後の意気込み

　会津坂下町は現在、『生きる喜びを育む教育』と

いう教育理念の実現のため、幼稚園・小学校・中学

校の５つの教育施設を一体的に捉え、統一性をもた

せた教育を行う『一つの学園構想』の具現化を進め

ています。その成果をさらに高める重要な時期に、

教育委員会の一員として関わらせていただくことを

大変光栄に思っております。　　

※地域おこし協力隊…総務省の外部人材活用施策。
地方自治体は外部住民を「地域おこし協力隊」とし

て受け入れ、隊員は地域に根ざした活動に従事しま
す。これにより外部住民の定住を図る取り組みです。

（株）IEE 千
ち ば

葉崇
たかし

さん、谷
や づ

津拓
たくろう

郎代表取締役

二
にのみや

宮みどりさん      　  鈴
す ず き あ や こ

木綾子さん
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害協定締結の報告

町産品を全国へ！！

ち の 話ま 題

　４月 20 日、「会津坂下町ふるさと産品発送

式」が町役場東分庁舎で行われました。

　ふるさと産品は「会津坂下町ふるさと産品カ

タログ」の中からお気に入りの逸品を購入でき

る仕組みで、（一社）会津坂下町観光物産協会

によるプロジェクトです。この日はご注文いた

だいた方の元へ会津坂下町の地場産品が送られ

ました。

　同協会・髙久栄一郎理事長は「会津坂下町の

食の美味さは大きな魅力。遠くにいても、町の

味を楽しんでいただきたい。また、町物産振興

に益々力を入れたい。」と、抱負を語りました。

　このカタログは会津坂下町役場、東分庁舎や

道の駅あいづで入手することができます。

問（一社）会津坂下町観光物産協会　

　　　　　　　　　　　　　☎８３－２１１１

会津坂下町ふるさと産品発送式

災
会津坂下町商工会・かごしま市商工会

　町商工会がかごしま市商工会との「災害時等の

相互応援に関する協定書」締結報告に来庁しまし

た。

　東日本大震災時に、かごしま市商工会青年部が

地元イベントで会津坂下町の産品を販売。その後、

熊本地震が発生した際は、町商工会が鹿児島物産

イベントを開催し支援を行いました。佐竹源弘 

元青年部長は「馬刺しなど食べ物も似ている。今

後も物産販売など積極的に行っていきたい。」と

語りました。

　固定資産評

価審査委員の

渡辺榮一さん

（舟渡）が４

月 12 日で任期満了となり、後任に髙波和廣さん

（中村）が選任されました。４月 19 日には退任

となる渡辺さんに感謝状が手渡され、同日開催さ

れた委員会で、委員長に横山源栄さん（中政所）、

同職務代理者に佐藤久恵さん（新栄町）が選任さ

れました。

定資産評価審査委員会開催　

審査委員に髙
たかなみ かずひろ

波和廣さんを選任固

※固定資産評価審査委員会は、固定資産税の課税価格の不服申し立て審査　　

　を行う機関で、３名で構成されています。

髙波和廣さん

◀ふるさと産品
　　カタログ
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ども飛び出し注意看板寄贈子
株式会社　ビークルライン　様　

　株式会社ビークルライン様より、「交通安全

子ども飛び出し注意看板」が寄贈されました。

　通学時国道を渡る子ども達を見て「小学生を

交通事故から守りたい。」と思い、看板を贈る

ことを決めたそうです。

　こちらの看板は坂下南・東小学校の通学路に

設置されています。

　

童用教材の寄贈児
会津よつば農業協同組合　様

　会津よつば農業協同組合様より補助教材「農

業とわたしたちのくらし」の本と DVD が寄贈

されました。子ども達が食と

農業への理解を深めることを

目的として制作された教材で、

小学校５年生を中心とする高

学年に贈呈され、授業で活用

されます。

苗木の寄贈・保育所へ植樹桜
株式会社　福島民報社　様　

　福島民報社様より桜の苗木が寄贈されまし

た。「ふるさと大好き 59 市町村応援プロジェ

クト」として、福島民報創刊１２５周年記念事

業の一環として企画されたものです。　　

　４月 14 日に記念植樹が行われ、ばんげ保育

所中庭の日あたりのよい場所に植えられまし

た。子ども達と一緒に健やかに成長し、美しい

花を咲かせることを願います。

衛隊募集相談員を委嘱
自

斎
さいとう よしみ

藤好三さん　

　４月 24 日に「自衛官募集相談員委嘱式」を

行い、斎藤好三さん（宇内）を町長・自衛隊福

島地方協力本部長の連名により委嘱しました。

　斎藤さんは「自衛官を目指す方は年々減少し

ている。情報提供や相談に乗るなどの広報活動

を行っていきたい。」と述べられました。



14

P.20 などは詳細掲載ページです。
　：広報紙と同日配布の「きいてくなんしょ」に掲載
㋙：各コミセンだよりに掲載６月のカレンダー 

日 月 火 水 木 金 土
5/28

●７月１６日開催

水合戦参加チーム

受付開始
町商工会☎ 83-3139

29

● Lets Go 肉の日

                    (P.16)

30 31

●巡回児童相談   
            (P.20)

６/1

●行政書士相談 
            (P.17)

２

●親子離乳食教室    
                (P.20)
●乳幼児健康相談
                (P.20)

３

●少年相撲教室  
            (P.16)
●田植え寄席
当日券有（八幡コミセン）
農林振興班☎ 84-1505

４ ５ ６

●人権行政相談
            (P.17)

７

●保育所にあそび
に行こう(P. ２１)

８

●健やかキッズ 
            (P.20)

９

●弁護士相談 
         (P.17)

10

11

●町長選挙、

　議会議員補欠選挙

12 13

●２歳６か月児
             (P.20)

14 15

●３歳６か月児  
            (P.20)

16

●幼稚園にあそび
に来てね (P.21)

17

●本とあそぼう

●ブックトーク
「私の好きな本」

18 19

●親子リフレッシュ
ダンス (P.20)

20 21 22

●健やかキッズ
             (P.20)

23

●軽トラ「夕市」　
　　　　(P.16)

24

25

●第３回まちなか
　ハイキング
　( 新緑の自然ﾊｲｷﾝｸﾞ )

商工観光班☎ 83-5711　　

26 27 28 29 30

山内釣具店

 

   

　「山内釣具店」は、現在町内で唯一の釣具店。

リオンドール坂下店の向かい、国道４９号線から少し

奥まった場所にあります。国道沿いの大きな看板が

目印。現在は、店主の山内章太郎さんと弟の章次郎さんで

営んでいます。元々は柳町で営業していましたが、平成９年に今の場所に移転しました。

始まりはおじいさんが営んでいた駄菓子屋で、釣堀的な事を始めたところ大ヒット！

それがきっかけで釣具の取扱いをはじめ、その後釣具専門店に移行したそうです。

　店内は、初心者でも魚種や釣り場所によって商品が探せるように、

　　　　　　　　　　　コーナーごとに釣具が陳列されています。

　　　　　　　　　　　色とりどりの釣竿やルアーは見ているだけでも

　　　　　　　　　　　楽しい空間です。海釣り、渓流釣り、川釣り等に

　　　　　　　　　　　あわせた品揃えも豊富で、生餌も季節によって

　　　　　　　　　　　多種取扱いしています。

　　　　　　　　　　　　県外からのお客さんも多く、取材中も何人もの

　　　　　　　　　　　お客さんが訪れていました。章太郎さんは、

「あまり詳しくないんですよ～」と笑いながらも、訪れたお客さんに的確

なアドバイスをされていました。

　これからの季節、本格的な釣りシーズンが到来します。

　山内釣具店で装備一式をそろえて、魚釣りに出かけてみませんか？

広い店内には、釣り竿やルアーはもちろん、ウェットスーツやアウトド
ア用品なども。あなたの釣りスタイルに合わせて装備がそろえられます。

インテリアになりそうな可愛いかご。
なんと！魚餌を入れるえさ箱でした。

▲はじめての方にも
わかりやすい商品説明。

◀買い物かごも完備！まるで　
　スーパーマーケットのよう。

No.17　山内釣具店

初心者からベテラン釣師まで納得の品揃え

営業時間：午前9 時～午後７時

定  休  日：水曜日 

住所：字舘ノ下

   44-1

TEL：83-2713 

          （FAX兼）

’

き

き

き
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諏訪神社祭礼の記録 (荒井良弘氏所有 )
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おすすめの新着本紹介

『僕らが毎日やっている
最強の読み方』

『この嘘がばれないうちに』
『ママ、死にたいなら

死んでもいいよ』
『10 ねこ』

池上彰、佐藤優／著
東洋経済新報社

川口俊和／著
サンマーク出版

岸田ひろ実／著
致知出版社

岩合光昭／さく
福音館書店

新聞や雑誌、ネット、書籍
から「何を」「どう」読め
ば「知識と教養」が身につ
き「自分の力で世の中を読
み解ける」のか。彼らが毎
日実践している「読み方」
の極意とは。

不思議な喫茶店フニクリフ
ニクラにやってきた、4 人
の男たち。どうしても過去
に戻りたい彼らの、口には
出せない本当の願いとは
…。『コーヒーが冷めない
うちに』の続編。

病気で下半身麻痺になり、
車椅子の生活を強いられ絶
望していた著者が、娘から
受け取った言葉をきっかけ
に再び前へ進もうと決め、
新しい人生を歩み始めた感
動の実話。

「かごにはいって いいきも
ち 1 ねこ」「そろって おで
かけ 2 ねこ」
ページをめくるたびに、ど
んどんねこの数がふえてい
く、“数えねこ”の写真の
絵本です。

本のタイトル 著者 出版社

『「いつも誰かに振り回される」が一瞬で変わる方法』 大嶋信頼／著 すばる舎

『Pot with the Hole：穴のあいた桶』 プレム・ラワット／著 文屋

『素敵な日本人：東野圭吾短編集』 東野圭吾／著 光文社

『か「」く「」し「」ご「」と「』 住野よる／著 新潮社

『怪盗クイーンと悪魔の錬金術師』（講談社青い鳥文庫） はやみねかおる／作 講談社

新着本のご案内　　　　※このほかにもまだたくさんあります



 

お知らせ information

16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

　臨時保育士・臨時幼稚園教諭を募集します。

雇用期間　平成 29 年７月～平成 30 年３月 31 日（土）

勤務時間　月～金　午前８時 30 分～午後５時 15 分

※シフトによる勤務のため勤務時間の変更や、土曜日の

勤務（月２回程度）があります。

勤務条件 有給休暇７日間　社会保険及び雇用保険加入

申込期限　６月 20 日（火）まで

申込持参品 履歴書と資格証原本（コピー後返却します )

申・問総務課　行政管理班 　☎８４- １５０３

　夏休みや土日にボランティアに参加してみませんか？

高齢者施設での活動や夏祭りスタッフの他、多岐にわた

り活躍していただきます。

応募方法　町内中・高等学校に募集用紙を配布しており　　

　　　　　ますので、ご応募ください。

※町内在住で町外の学校に通学している生徒は中央公民

館へお気軽にお問い合せください。

申・問中央公民館　☎８３- ３０１０

募集

会津坂下町少年相撲教室開催

　公益財団法人日本相撲協会のご協力により、｢ 会津

坂下町少年相撲教室 ｣ を開催します！

　この教室は、正しい相撲道の普及を図るとともに、

相撲道を通して、青少年の心身の健全育成に寄与する

ことを目的として、開催いたします。ぜひ、お越しく

ださい。

※見学のみとなります。

日時　６月３日（土）

　　　開会式 午前９時 30 分～午後３時 30 分終了

場所　会津坂下町立坂下東小学校 体育館

内容　公益財団法人 日本相撲連盟派遣指導者、公益　

　　　財団法人 日本相撲協会指導普及部親方１名、

　　　力士２名による ｢ 講義 ｣ および ｢ 実技指導 ｣

主催　会津坂下町少年相撲教室実行委員会

　　　会津坂下町・会津坂下町相撲協会・

　　　（一社）会津坂下青年会議所 

後援　公益財団法人 日本相撲協会

　　　公益財団法人 日本相撲連盟

問会津坂下町教育委員会 教育課　教育総務班

　　　　　　　　　　　　　☎８４- ３７１１

催し ʼs 

　５月 29 日（月）は肉の日です！

　会津ばんげ馬の会加盟店による馬肉消費感謝フェア

を開催します。馬さし等を購入すると各店舗ごとに馬

さしの増量サービスなどが受けられます。

内容　当日各店舗にてサービス

詳細　折り込みチラシ、会津ばんげ馬の会フェイス

　　　ブック、町フェイスブックをご覧ください。

問産業課　商工観光班　☎８３- ５７１１

催し

 軽トラ市による第１回目

の「夕市」を開催します。

　地元農家の新鮮・採れた

ての野菜や加工品を購入で

きます。お仕事帰りにぜひお立ち寄りください。

日６月 23 日（金）午後５時～６時 30 分

場ポケットパーク（安兵衛通り）

問産業課　商工観光班　☎８３- ５７１１

軽トラ「夕市」開催

助成

　町では、難聴児の言語の習得、教育等における健全

な発達の支援及びコミュニケーションの向上を促進す

るため、身体障害者手帳の交付対象にならない軽度・

中等度難聴児を対象に、補聴器の購入に要する費用の

一部を助成することにしました。

助成額　補聴器購入費の３分の２（基準額の範囲内）

　　　　※基準額は補聴器の種類により異なります。

対象者　次の要件を全て満たす方

　　　・会津坂下町に住所を有していること。

　　　・申請の時点において 18 歳未満であること。

　　　・聴覚障害の程度において、身体障害者手帳６

　　　　級以上の基準に該当していないこと。

　　　・補聴器装用により言語習得などに一定の効

　　　　果が得られるという医師の判断を受けてい

　　　　ること。

申・問生活課　福祉健康班（③番窓口）

　　　　　　　　　　☎８４- １５２２

軽度・中等度難聴児の補聴器購
入費等の一部を助成します

募集・催し・助成

募集

催し
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17 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

　視覚の障害者手帳を所持、手帳は所持していないが見

えにくいことで日常生活に不自由を感じている方が対象

です。※相談会は予約制になりますので、１か月前まで

に生活課福祉健康班にご連絡ください。

●南会津町御蔵入交流館

　７月７日（金）午後１時～午後３時 30 分（受付は午

後２時 30 分まで）

●喜多方市保健センター

　８月２日（水）午前 10 時～午後１時（受付は正午まで）

問生活課　福祉健康班（③番窓口）☎８４- １５２２

視覚障がい者相談会

弁護士による無料法律相談会

　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６月９日（金）午前 10 時～午後３時

場保健福祉センター

申・問会津坂下町社会福祉協議会　☎８３- １３６８ 

相談

 暴力をふるわれた等、人権に関することや役所等へ

の苦情や問題などの相談に応じます。

日６月６日（火）午前 10 時～午後３時

場町民体育館

申・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　

人権・行政合同相談会

　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６月１日（木）午前９時 30 分～正午

場町民体育館

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

行政書士による無料法律相談会

相談・暮らし お知らせ information

相談

相談

相談

　年金を受けとるために必要な納付期間が、25 年から

10 年に短縮されました。該当者には日本年金機構より

「年金請求書」が届きます。「ねんきんダイヤル」で予約

のうえ手続きをしてください。

日本年金機構　ねんきんダイヤル ( 無料 )

　　　　　　　　　　　　☎０５７０-05- １１６５

曜日ごとの受付時間

◆月曜日　　　午前８時 30 分～午後７時

◆火～金曜日　午前８時 30 分～午後５時 15 分

◆第２土曜日　午前９時 30 分～午後４時

◆月曜日が祝日のとき　翌日 ( 火曜日 )　　

　午前８時 30 分～午後７時

『年金受給のための納付期間短縮』
のご案内

暮らし



 

18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

　受給者の方には毎年農業者年金基金より送付されて

いる『農業者年金受給権者現況届』に氏名・生年月日・

住所をご記入の上（印鑑は必要ありません）、忘れず

に提出をお願いします。提出がない場合は年金の支払

いが差し止めとなりますのでご注意ください。

送付時期　５月下旬

提出場所　役場２階　農業委員会事務局

　　　　　又は１階戸籍の窓口

提出期限　６月３０日（金）

問産業課　農業委員会事務局　☎８４－１５３４

　町では、例年敬老会の席上、金婚祝のご夫婦ととも

に、結婚 60 周年祝のご夫婦の表彰を行っております。

人生 80 年の時代を迎えたとはいえ、夫婦そろって結

婚 60 年の記念すべき年を迎えることは誠に喜ばしい

ことです。町を挙げてお祝いしたいので、該当する方

はぜひお申込みください。

表彰該当要件

①昭和 32 年１月１日～同年 12 月 31 日までに結婚

した夫婦

②会津坂下町民である夫婦

受付期間 ８月 18 日（金）まで

※賀詞、記念品等準備のため期間厳守とさせていただ

きます。受付期間終了後の申込者は、次年度に表彰と

なります。

問生活課　福祉健康班（③番窓口）☎８４- １５２２

 平成２９年度の労働保険の年度更新の申告期限は下

記のとおりです。期限までに、最寄りの銀行、労働基

準監督署、福島労働局において手続きをされますよう

お願いします。

　労働保険の年度更新は電子申請を、労働保険料など

の納付は口座振替をご利用ください。

申告期限 ７月１０日（月）

　結婚して 50 年、ご夫婦が力を合わせて良き家庭を

つくり、地域社会に貢献し、今日の豊かな社会を築き

上げた功績は誠に大きなものがあります。このご労苦

に対し、金婚を迎えるご夫婦に表彰状と記念品を贈り

祝福します。

※本年は昭和 42 年に結婚し、金婚式を迎えるご夫婦

が対象となります。また、それ以前に結婚され、まだ

金婚表彰を授与されていないご夫婦も該当となりま

す。

※対象となられる方は自己申告制度でのお申し込みと

なります。

申込期間　７月７日（金）まで

申 込 先　会津坂下町老人クラブ連合会（保健福祉セ

　　　　　ンター　社会福祉協議会内）

表  彰　町敬老会の席上で表彰いたします。

問社会福祉協議会　　　　　　　　☎８３- １３６８

　生活課　福祉健康班（③番窓口）☎８４- １５２２

幸せ金婚夫婦表彰について

暮らし

『農業者年金受給権者現況届』の
提出について

暮らし

暮らし暮らし

　原子力発電所事故に係る会津アピオ賠償相談窓口の受

付方法が変更されます。

受付時間　午前９時～午後５時

　※土・日・祝日・年末年始を除く

受付方法　前々日までに専用ダイヤルで予約受付

　　　　　　　　　　　　☎０１２０９９６５４６

変更時期 ７月３日（月）より

問福島原子力補償相談室　☎０１２０９２６４０４

東京電力からのお知らせ

平成29 年工業統計を行います

　工業統計は我が国の工業の実態を明らかにすること

を目的とした統計法に基づく報告義務のある重要な統

計です。

　調査結果は中小企業施策や地域振興などの基礎資料

として利活用されます。

　調査時点は平成２９年６月１日です。

　調査票へのご回答をお願いします。

問政策財務課　政策企画班　情報統計係

　　　　　　　　　　　　　☎８４－１５０９

暮らし

暮らし

事業主の皆さんへ
労働保険の年度更新等のお知らせ

お知らせ information暮らし
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労働保険年度更新のお知らせ
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19 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

注意 警察署からのお知らせ

６月１日～６月７日は第 59 回水道週間です。

　本週間は、水道事業の現状やより質の高い安全で良

質な水を安定的に供給するための課題について理解を

深め、今後の水道事業の取組についてご協力いただく

ために毎年実施されています。

▼今年のスローガン

　「あたりまえ　そんなみずこそ　たからもの」

水は私たちの生活に欠かせないものです。限りある資

源です。無駄なく上手につかいましょう。

▼水道水は、計画に基づいた水質検査を行っています。

　「安全でおいしい水道水」をお届けするため、定期

的な水質検査を実施しています。水質検査計画及び結

果、詳細については、上下水道班やホームページで閲

覧できます。

▼検査機関　会津若松地方広域市町村圏整備組合

　　　　　　㈱江東微生物研究所　郡山支所

　※放射性物質検査も定期的に実施しております。

問建設課　上下水道班　☎８４- １５３０（業務係）

　　　　　　　　　　　☎８４- １５３１（施設係）

　危険物安全週間について

　平成 29 年度の危険物安全週間が、６月４日（日）

～６月 10 日（土）まで全国一斉に行われます。危険

物とは「火災発生の危険性が大きい」「火災拡大の危

険性が大きい」「消火の困難性が高い」もので、身近

にはガソリンや軽油、灯油などがあります。

  これらは生活に欠かせないものですが、取り扱いを

誤ると大変危険です。危険物安全週間をきっかけにも

う一度危険物の取り扱いについて考えてみましょう。

　　　　問会津坂下消防署　☎８３４１００

消防署からのお知らせ

暮らし

注意

  あなたなら
 無事故の着地
   決められる

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 １ １ 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

出店荒らし 強制わいせつ

自動車盗 ２ ２ 街頭犯罪合計 ４ ４

オートバイ盗 その他刑法犯等 ３０ １９

自転車盗 全刑法犯 ３４ ２３

会津坂下町内街頭犯罪等発生状況（平成 29 年 4 月末現在）

「モデル・アイドルになりませんか」と勧誘され、性行

為を強要されるなどの被害が発生しています。

　　芸能事務所を装いモデルやアイドルへ勧誘、のち強　

　引にアダルトビデオに出演要求され、出演を拒否する

　と高額な違約金を請求された。

　　ＳＮＳで「制服でお客様と話すだけ」いうバイト募

　集を見つけ、店に行くと服を脱ぐように言われ性行為　

　を強要。裸の写真を撮られた。

被害に遭わないために

　①勧誘されたら名刺や事務所名を確認し、家族

　　に相談する。

　②怪しい勧誘はきっぱりと断る。

　③簡単・高収入のアルバイト募集に気をつける。

自転車盗難に気をつけましょう

　４・５・８月に多く発生し、駅前などの駐輪場だけで

なく、自宅の敷地内から盗まれるケースも発生していま

す。また、被害自転車のほとんどが無施錠でした。

被害を防ぐには

　①確実に施錠をする。

　②ワイヤー錠などのツーロックを心掛ける。

問会津坂下警察署　☎８３３４５１

暮らし・注意 お知らせ information

平成 29 年度危険物安全週間推進標語  
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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

救急病院
坂下厚生総合病院

☎ 83-3511

休日救急診療当番
※変更になる場合があります。

6 月 11 日（日）

星医院　☎ 83-2136　

検診 ・ 事業名 実施月日 受付時間 対象者

乳幼児健康相談 ６月２日（金）午後 1 時～１時 20 分 月齢・年齢は問いません。

親子離乳食教室 ６月２日（金）
教室開始

午前 9 時 30 分
平成 28 年 10 月～ 11 月生

2 歳 6 か月児健診 ６月１３日（火）午後 1 時～１時 20 分 平成 26 年 12 月～平成 27 年 1 月生

3 歳 6 か月児健診 ６月１５日（木）午後 1 時～１時 20 分 平成 25 年 12 月～平成 26 年 1 月生

イベント名 日時 開催場所など 備考

健やかキッズ

６月８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 工作「カエルさんと遊ぼう」

６月 22 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 工作「お魚釣りを楽しもう」

親子

リフレッシュダンス
６月 19 日（月）

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 音楽に合わせて親子でダンスを楽しみま　 
   しょう。

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

こどもと健康の広場

場　町役場１階　生活課③窓口

交付日時　毎週金曜日の午前中

※祝祭日を除きます。日時の都合

がつかない場合はご相談くださ

い。

※出産予定日が分かり次第、なる

べく早く母子健康手帳の交付を受

けましょう。

問生活課福祉健康班　健康増進係 

　　　　　　　  ☎ 93- ６１６９

　毎年、６月１日現在の状況を記

載した児童手当現況届を提出して

ください。届出がない場合、６月

以降の手当を受けられなくなりま

すのでご注意ください。※現況届

用紙は５月下旬に郵送します。

提出期限

６月１日 ( 木 ) ～６月 30 日 ( 金 )

問子ども課　子ども支援班

（南分庁舎１階）☎ 84３７１２

　平成 29 年２月～５月の児童手当の支給です。個別に振

込通知はしませんので、通帳記帳によりご確認ください。

母子健康手帳交付場所が変
更になりました。

６月中に児童手当現況届
の提出を忘れずに！！

■児童手当の支給日■ ６月９日（金）

乳幼児健康診査

子育て交流センターのイベント

　養護、保健、肢体不自由、聴覚・

言語障害、心身障害、知的障害、

触法行為、不登校、性格行動、適

正、しつけなどに関して相談があ

る方。※相談会は予約制になりま

すので１ヶ月前までに生活課福祉

健康班にご連絡ください。

日５月 31 日（水）、10 月４日

（水）、１月 17 日（水）

実施主体は、福島県会津児童相談

所です。

問生活課　福祉健康班　

　　　　　　　☎ 84- １５２２

巡回児童相談会
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  町の人口と世帯

　人　口　…　15,968 人（－ 23）

　　男　……　 7,642 人（－ 13）　　

　　女　……　  8,326 人（－ 10）

　世　帯　…　  5,450 戸（＋   6）

戸籍の窓口

お誕生おめでとう

哀悼の意を表します
月 日 数値

5 月 1日 0.052

4 月 1日 0.050

3 月 1日 0.041

調査地点 数値

坂下中学校 0.067

坂下南小学校 0.088

坂下東小学校 0.090

坂下南幼稚園 0.088

【学校等】5 月 8日現在　 単位：マイクロシーベルト

放射線量測定結果

調査地点 数値

坂下東幼稚園 0.090

ばんげ保育所 0.090

えくぼ遊育園 0.066

もみの木保育園 0.056

【役場周辺】

  今月の納税

行政区　　氏　名　　　（保護者）

金　上　斎 藤  綸
りん

　 悠一郎・千 草  

羽　林　谷 澤 由
ゆ な

菜  敏 寛・真 世　

新　町　新井田 葵
あ お い

生　  篤　・  舞   

行政区　　氏　名　　　　 年齢

舟　渡　五十嵐　清　江　（82 歳） 

新　町　山　内　愛　子　（89 歳） 

青　津　生　江　　直     （65 歳） 

津　尻　上　野　義　秋　(99 歳） 

宇　内　松　澤　ミツイ　（98 歳） 

鉄砲町　佐　竹　昭　榮　（79 歳） 

新栄町　遠　藤　ヤ　イ　（91 歳） 

新　町　川　村　幸　子　（86 歳） 

大　上　残　間　登美子　（92 歳） 

茶屋町　渡　部　キミエ　（74 歳） 

樋口分　津　田　節　子　（89 歳） 

金　上　成　田　壽　夫　（90 歳） 

上開津　武　藤　喜久男　（88 歳） 

中　村　青　山　静　枝　（97 歳） 

下政所　仙　波　　功　　（76 歳） 

立　川　武　藤　　雅 　　（81歳） 

新　町　渡　部　ミヨ子　（92 歳） 

茶屋町　福　地　ハマノ　（91 歳） 

束　原　西　村　光　雄　（73 歳） 

西青津　湯　浅　長　榮　（76 歳）

休日の水道修理について
休日は下記まで

お問い合わせください。

●町県民税 ●住宅使用料

●児童福祉負担金

●上下水道・農集排使用料

施設のお知らせ

建設課 上下水道班

五浪美術記念館　　町民ギャラリー展予定 

            

       

糸桜里の湯ばんげ　 　毎週月曜日

春日八郎おもいで館　  

納期等情報

糸桜里の湯ばんげ・春日八郎おもいで館管理運営 ㈱会津ばんげ公共サービス☎83-1151

詳細はこちらまで 教育課 社会文化班☎83-3010

日６月１５日（木）

　午前９時 30 分～ 11 時 30 分

対町内在住の幼稚園に未就園の０歳

　～３歳の子ども

持飲み物・上履き

※保護者が付き添いのうえ、動きや

すい服装でおいでください。

場・問

坂下南幼稚園　☎ 83- ２４１０

坂下東幼稚園　☎ 83- ８５９０

日６月７日（水）

　午前９時～ 10 時 30 分

対町内在住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

内自由遊び

場ばんげ保育所

問☎ 83- ３２０２

入園前のお子さん
幼稚園に遊びにきてね♪

保育所へ遊びに行こう♪

、

☆健康アドバイザー［ヤクルトレディー］募集☆
◆職　　種／ヤクルト商品のお届け・販売・集金・普及活動

◆勤 務 地 ／会津坂下町字惣六 29番

◆募集人数／ 2名　※現在、幼稚園・保育園に預けられている方には助成金が出ます。

　　　　　　　　　　提携保育園に直ぐに入所出来ます。(保育料　1万円 )

◆収　　入／時給　800 円～ (基本給：5～ 6万円＋業績給 )

◆勤務時間／９：００～１５：００（地区により異なります。）

* お気軽にお電話下さい。ハローワーク、又は　【ヤクルト　求人】でも　

会津ヤクルト販売株式会社　　電話番号　0242 (22) 8960

検索
（ガソリン代一部助成）

完全週休二日制
（土・日曜日、祝日）


