
ほっとな情報

家庭系ごみ処理手数料が

　　有料になります

　平成18年より検討されてき

た家庭系ごみ処理手数料の有料

化について、去る９月の定例議

会にておいて縦笛|』改正が賛成多

数で可決されました。

　平成22年10月からのごみ処

理手数料の有料Mﾋ2鮑施に向けて、

ごみ袋の改定や変更になる部分

なとIについて広報や説明会等を

通してお知らせして参りますの

で、町民皆さよのこ理解とご協

力をお願いいたします。

実施時期

ごみ袋の

販売価格

※税込

　販売は

平成２２汪

９月予定

負担軽減

　措置
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　Ｈ２２年1ﾛ月ｌｇから

○司煙ごみ指定一

　（1ﾛ校１ロール）

・ｚﾛ･JットJし５ｎＱ同

一２□ＪットJﾚ２ＳＯ同

一１□」ットJﾚ１２Ｓ同

01ヽ煙ごみ指一一

　11自校ｌａ一ル】

・z･ﾛＪットJﾚ５００弓

・２□ＪットJﾚ２５Ｃ弓

・１□ＪットJﾚ１２Ｓ同

○ごみ拓理り－Jし

・Ｓ校セ･gトＳＣロ円

嶺桶一望にλらないもの

　ａ、ごゐ’佃（セりり

　につき１挫鮎付

オム･ﾝを必至とする乳幼19.

嘉一者。難がい栽聴のた一

に・ム･ﾝ●用指定一審･作成

Ｌ．ごみ虻綬専一料の刻・

外とＬてー亮。

嶺ﾌtムツは蒼しい司崩ごI

　み桶一一でもだゼます。

重要な話題を紹介します

世界児童画展開催される

　みずみずＬい感･|･生あふれた素

liらしい作品に出会えた訥Ｓｇ

回世界児童画置会津坂下館が９

月Ｉ８日から４回顧、中央・坂

下公民館で開催されまＬた。

　入場老は会津地方だりではな

く、凱内外からも劣くの方が来

場Ｌ、日本をはじめ、海外のこ

とIもたちの佃りMSぴとした壁Ｌ

い作品にj､れていました。
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　　　会津坂下町

地域が輝くまちづくり

　創造委員会活動状況

　会津坂下町地域が鰐くまちづ

くり創造委再会では。今まで協

議Ｌてきた訥匹次会津坂下町握

寅計画の検証結果について、９

月２８日C月lに開催された鯖５

回創造委員会において、ｸIルー

プこ･とに発表を行いました。検

証内容については今後鮮Ｌく掲

載Ｌます。

　１０月からの叙油差翁会の活

揃は、委員一人ひとりが恋い猶

く「会津坂下・の10年後の姿」

について、委倆各自の想い･ｌ・

考え笛を発表Ｌながら、ｸIルー

プこ･とに協議を進めています。

　また、佳民の方々にご協力い

ただいた佳民満足度匿沓からの

まちの将来像の集計結擢につい

ても、グループ協議会の中で活

かＬなから、第五次会津坂下BI

振寅計画の将来像を決定Ｌてい

きます。

－



　　　ぱんげ保育所

　　安全コンサート

　10月９日、ばんけ保育所で、

交通安全に関する意識を高める

ため、福已県警察官楽隊による

安全ｺﾝｻｰﾄが行われました。

「となりのトトロ」や「崖の

まちの話題
みなさんの活躍を紹介します

あと１､屯及ばず…惜敗

　第３回市町村対抗

　福島県軟式野球大会

　９月２６日、福島市の県営あ

づま球場において’第３回市町

村対抗福已県軟式野球大会』が

開幕しました。

　開会式では会津坂下町チーム

の成田庄栄選手が選手宣誓を行

い、県内57市町村の10日間に

わたる熱戦の火ぷたが切られま

した。

i享

り∩-!
など知っている曲は、みんなで

大きな声で合唱しました。

　よた、カラーカ･－トのお姉さ

んたちのはつらつとした演技に

は、大喜ぴでした。

　子どもたちは、演奏や演技を

通して音楽の魅力を感じると共

に、演奏会の合間に行った交通

ルールのお話やクイズなどをし

て、交通ルールを守ることを約

束しました。

｜

・

　会津坂下町チームは、１０月

４日の第１試合に登場し、昨年

も対戦した田村市を相手に特別

延長のすえ、８－フで惜しくも

敗れました。町民の皆様の応援

ありがとうごぎいました。

-

第２回ばんげちぴっこ

　リレーマラソン大会

　１０月１０日、「ばんげちびっ

こリレーマラソン大会」が鵠沼

緑地公園で行われました。子ど

ものころから走ることに親しみ、

楽しさを知ってほしいと、金上

公民館の主催で開催され、各ス

ポーツ少年団を中心に１４チー

ム84名が参加しました。
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　当日は、絶好のマラソン日和

となり、元気いっぱいタス牛を

つなぎました。コースの途中で

すれ違う選手がハイタッチした

り、最後は全員でゴールするな

ど、個人競技では味わえない感

動のある大会となりました。

坂下ソフトボールスポーツ少年団

｀り
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今年の梅冨77?り7なげろ!
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｢おじいちゃん・おぱあちゃん

　　交遠奉裁にあわないでね｣

まちの話題
みなさんの活躍を紹介します
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　第15回東北小学生

バドミントン大会出場

　坂下小学校6年生の川已尚樹

君（古坂下）が、10月３～４

日に青森県で行われた第15回

東jﾋﾝJX学生ハドミントン大会に

出場しました。
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　｣|IS君は、幼雅薦のころにバ

ドミントンを始め。Ξ扁在も会津

ジュニアバドミントンクラプ

(会津若松市1に所属Ｌ、練習

をーねています。

　血北大会に出揃するのは今年

で４回目。シングルスでは２回

目となります。｢ベスト４に入

りたいJと、大会での愈負を語っ

てくれました。

－
ごII

「まってるよぼくの安全

　　　　　家ぞくの安心」

交通安全学童標語コンクづレ

　会津坂下地区交通安全協会坂

下分会による交通安全学童標語

コンクールの表彰式が10月５

日、坂下小学校で行われました。

　⊃ンクールには、坂下小学校

全校児童663名から交通安全

に関する標語の応募があり、審

査の結果、３年生の佐藤聡一郎

さんの作品「よってるよほく

の安全家ぞくの安心」が起優

秀震に選ぱれました。

　肘優秀・優秀作品に選ばれた

標語は、立て看板になり、町内

の交通の要所に設置されよす。

▼１学年松永華奈

　｢つうがくろ

　いつものみちでも右左J

ｙ２学年渡部和希

　｢遠くても

　横断歩道を

ｙ３学年首藤

　｢つけてるよ

▼４学年中島

　「ゆてFりあい

渡ろうね」

純希

うしろのほくも

シートヘルト」

郁斗

　笑顔いっぱい坂下町｣

▼５学年宮下真千子

　｢班長さん

　みんなまとめて安全登校｣

▼６学年藤田三里愛

　｢気をつけて

　なれた道こそ危険がひそむ｣

　交通安全・地域安全

　　鼓笛隊パレード

　坦1こ･若SI･金上･広漏小學校の

児童にぶる仝通安全・地・・全鼓

笛・パレートIかIC月９日。ワイ

ウ･フン通りを中心に行われまＬた。

　パレートには、小学校鼓笛隊約

４７０名と、会津坂下警察署、会

津坂下地７交通安全協会、会津坂

下地区防犯協会連合会、各関係団

体約１００名か参加し、町民の皆

さんへ交通安全と地域安全を力強

い滉奏で呼ひかけました。

　沿道からは、素畷らしい演奏に

大ざな拍手が送られました。

㎜I『



　もし、身近な人が認知症と診断されたら、とのよ

うに対応したらよいのでしょうか。その答疋がきっ

と見つかります。※参加は無料です。

▼日時平成21年12月４日（金）

　　　　午後２持～千忿３時3D分

▼講演「すくに実践でさる認知症の予防」

▼講師竹田綜合病院精神科医師村山浩之先生

▼場所会津坂下町健康管理センター

▼問い合わせ先会津坂下町地域包括支援センター

　　　　　　　TEL84－2700

　子寫かん桧飴・iLがん栓拾が、平座22埋２月末ま

で延期されました。

亨子宦かん檎飴受諺振を持参し掴定医療機関で受

　　　　　　　諭Ｌてくだきい。

Ｖ乳かん桧飴（マンモクIラフィー1

　必ず予約か必●です。曙ｇでｓ申し込みくださL･。

V申し込み一間い合わ廿先

　傭涵管理センターTEL13－100C

ｙ対象者満65歳以上の住民

▼期間11月１日～12月末日

▼実施機関

町内

坂下厚乍総合病院･荒井医院･星医院･

平野医院・菅原医院・渡辺医院・

必かき医院

町外

医療機関に行く前に『健康管理センタ
ー一
一』または「役場保険年金班』の窓口

で手続さをしてください。

Ｖ接種別金2000円

　壷生活保笛世帯は免除になりますので、後場徊

　　祉退で手続さをお願いします。

窄拷●品勧､一個笈li・置庶手帳

●闇い也わ廿先値晟管理センターTFLS3－100C

　厚午労働大臣より、五十嵐さんが会津坂下町ほか

２町村の相談員に任命されました。

名
所

氏
仁

五十嵐定－

会津坂下町大字屍諌宇浄福弓ﾖ12

TEL82－2236

　戦傷病者【戦ji者遺族】の屈納・各種納付金「こ関

することなどI極－會般についてご相談ください。

窄覆いきわ廿先福祉差IEtS4－1122

五回五回回

　　　　圧[旅心]廠

　日頃から・拠の痛みにお悩みの方‥大好評の教官

が始まります。各細菌の休機で春にはワクつク活動

的|にの植会にゼひお申し込みくだきい。

Ｖ日吻１回目平成21年12月７日（月3

　　　　　　　午前９時一分･-11時部分

Ｖ場所植塵愉理センター

Ｖ鏑師スポーツトレーナー瘤田一朗先邨

Ｖ内吻・拠無改菰のための運動（調義と実技3

V対象嘸希望者Ｚ名まで

　C主治医から運動を鎬止または運動倦IU・かある方、

一前鎧無体掻教官に巷加された方はご盈●くだきい｡）

Ｖ申込期菌11月27日まで（Ｓ●話で）

Ｖ申し込み一間い合わ廿先

　町僧－管理センターIELU－IMO

　町が所有する財産を、インターネットのヤフー・

万一クレヨンを利用して売却します。下記の日程で

行いますので興味のある方は是非ご参加ください。

◆公売財産除雪ドーザ、ピアノ

◆参力0申込期間11月６日(金)～2D日(金)

◆入札期間12月乙日(金)～11日(金)

※入札に参加するには、インター不ット環境が必

　要となります。詳しくは、ヤフー・オークション

　の官公庁オークションをご覧ください。

▼問い合わ廿先行政経営班TEL84－1532

　地域一滴の活蛉を図り。噺たな廊鐘の劃ｌによる

‐用の拡大を目的に疸商工連携を迦めています。し

かし、情報に乏しいのか現状です。そこで、皆さん

から情報をｊき、マッチンクI事業を蕉めていきます。

　９』）Ｃ態戚のＡ氏が会計（店）を総営しており、

　　　層産物をllしが、ている。

　　○き噛うりを柱廊しているがはねだしか恚い。

　　　伺かに活用できないか。

　どんな慎轜でも羅話．ＦＡＸ、メール瑞でお客分

くださLi。

V」贋翰標價・眉い自わ廿先麗工観光班

　IFLal－5711 FAX11－s711

　メールniai鋤iltas.ai2ubsnla.flkuhisa.Jp

｀嘔㎜



　五回五回東

庄辰]庄庄扁]

　国税に関－る一般的なごI相談は、「糧話相談セン

ター」でお答えしています。

●会池若松税務署TFLn242－27－4311

　一瓢声案内にしたかって’１」楯を選択していただ

くと、|・話相－センター」につなかります。

　税務署からの・・やＳ・ねへの回答又は朧昌に徨I

用のある方は、「２」番を選択してください。

　電話料金は、税務・までの料金となります。

　なa5、面接による相鮪をご･希望の方は、あらかじ

め税務・･に相1蜃の日時を予約してL･ただき。関係朧

罷を持参の上、税務・の徊当部・･においでいただIく

こととしております。

娶会漆若松税務・では咽噛植、贈写植及び譲渡所

　循（士地・宣届・柵式蓼の売却lに閲する面一に

　ついては､一週月曜日の午前ｇ帖から午後４吻

　までと噪定さ廿ていただ･いております。

　また、税について知りたいときは、いつでも竿署

に税債報を入手でさる「･国税庁冷－ムペーり」

（httｐ://www.nta.ga.」口）をごI利用ください。

　平威］1怖分の年末誤差関係Ｓ銘の一明会が開催さ

れます。税務・からの説明会の通知を受け取・た事

業主の方は、説明alこ一席の上、年末調整により所

徊税の連亙な課税をｓ誦いします。

ｖ日鴫平成21仰11月la日C月）・17日（火1

　　午前の部畳付午前９吻部分～

　　　　　　説明き午前10吻－

　　午後の部受付午後１時～

　　　　　　視明き午後１略Ｓ分～

▼・所会油若松出アピオスペース「腰示ホール」

　企業主や燃店主と農家との話し合いのテーフルを

設定し、企業が求める農産物と農家が供給できる農

産物とのマッチンクにより、新たな農業生産の拡大

と特産物の発掘を目的に開催します。

　今回は「栗」についてです。興味のある方はゼひ

おこしください。

▼日時平成21年11月26日（木）

　　　　午後６時30分

▼場所会津坂下町商工会館

▼企業主側」㈱太郎庵目黒督朗社長

▼問い合わせ先

　商工観光班　　TEL83－5711

　会津坂下町商工会TEL83－3139

㎜ly

□　叛

　平法21年分の申告（凛年２月～３月）に向けて、

●料等の準備をお願いします。

▼申告に必●な書簡瑞

　Ｃ所得白檀を証明する叢叢

　　→源泉徴収蒙、支払報告書、収支内訳書C盛）蓼

　０他ii取徊控除闘油自利（借入金残高証明書喘）

　Ｃ社会保陥利・生歯保険料・地S保険料等を室払っ

　　たrl明笛や値収書

　　→生島・梱害保険会社から送付される控齢証明

　　書。社会侃廸庁から送句きれる社会保睦料1・

　　民偕塵保険税1控除証明書。・民倣塵保勧励値

　　ii叢等

　Ｃ医療豊控除を受ける人は、支払った医療豊の値

　　収叢・明細叢

　　→医療豊はＳ前に隻計を済まttた状麗でaS持ち

　　くだきい。

　Ｃその他申包内容に応じて必要な書錘

　　　　娶収支内訳書について

　酋集紐営者や個人･慟撞主、不動産を摺鎚Ｌている

方は暇室内ａ循の根i､か義務づ17られています。印

佑の吻には収入金額と必要舒他のわかる叢一a夏金

出納帳、通帳、売上集計醍、僣収叢、錨豊集;十表な

とI･3を必ず袖翻Ｌてくた･さい。今年斯たに唇塵1車

両。農機ji等】を攬入したときは、個収叢と篇繕豊

かわかる童顔が必娶になりますのでこlj空恚くだIきい。

また農貪経営で小作料かある方は相手から憎収書＆

頂いてくだきい。

娶なお、巾ｇ相談日程は東琴１月号の広報でお知

　ら廿します。

●醒い白わ廿先

　税薦管同座　TFLa4－15ﾛ2

　会漣若松税一碧TFL27－4111

　地方税ほ1民装・固定麹塵税1の申告等に関して、

電子化･けーピスに取り旭んでいます。税理士・・座

主の扁植。これから辿える年－年始のお忙しい時潮、

固定壁1廊税の債却僣塵の申告・給写支払縮自書の撞

陛､等は畏非aLTAXをこ･il』用くだきい。

　llLTAX勉魯サービスS

　・・子巾Ｓ一法人11反税、固定登産税の健知歯塵

　・法定轜ＳＳ等電子植出一鮑緬支払報強書、法人

　　田1民現の各種屈ll､S



　県営かんかIい確水息I笛のー村瑠改修工l･により璽

村頭首口からの取水が全面的に停止きれます。饗利

次誂に流入する鴇水は恣少ありますが。流量が極端

に減少するため、ｉ下地区内への流入量も少なくな

ります。通年通水孵で伺かとご不便をおかiづします。

また防火について屯ごI協力をおーいＬます。

Ｖ工寡予定期�10月中匍（収稲作撫鎔了後）～

　　　　　　　平成22即３月下匍まで

ｖ圃い也わ廿先上下水道班TFLa4－ls11

　　　　　　　情報防災班TFLa4－ls13

　　　白波宮jJi・地改良区TFL54－71S4

　坂本分校イJしミネーシ・ンオープン

　12月１日C火)～21日(忿1午後５絡点111.

　光のワールドをお奎ＬみくだIさい｜

マルシャーク原作｢癩は生きている｣朗蝕と

　　　　　　音楽のステージ

▼日時

所
演
本
出

ｎ
Ｎ

▼入場料

平成21年12月６日(日)

午前10倆～と、午後２時～の２回公演

唄山のアトリエ坂本分校

200B宮津風雅堂朗読集団、ピード?ック

原剛、前田智子

若杉儀子

無料

▼問い合わせ先

　里山のアトリエ坂本分校

　TEL83－8G77

　平成22怖１月～３月の閤、冷暖房設備改修工ホの

ため、館内の各研修室の貸し出し（利用）を制限し

ますので、こ協力をお願いいたします。

　また、暖房が入らない期間もありますので、暖か

い服装でこ･来館ください。

▼問い合わせ先中央・坂下公民館TEL83－3010

五五五回回

　　　　遥遥図面遥

叛

　油墨はＬＡＰＡＺＣスペイン;iでII平和j）とい

うｸljしープで、ln代から聞代で梱盛されています。

　フiJbクローしの代麦的な曲rコンドルは飛んで

いく」「花祭り」等を油●し、会濾坂下町にアンデ

スの一色を届けます。

歿フｉルクローしとは南米アンデス山脈に仕む先

佳民をcl心に伝わる民族富豪のS●称です。

盛なお、前日には記念式典も執り朽われます。

●Fﾖ軸11月21日（士）

　　　　開増午後日時一分、一滴午後７肺～

Ｖ会場会油坂下・中央・坂下公民館（託児あり）

ｖ会●・吻交流協会会５は箆料t会ａＳ．標示1

　　　　　　　　　きこ外は日ﾛ0円1当日－収1

V閤い合わせ曳

　会油坂下譚II塵交流協会TFLS4－2135

　僣近よく耳にするようになコた「ユニパーサルデ

ザイン」｡バリアつりーは哺害を持、た方を知隻にし

ているのに対し、こlニパーサルデザインは全ての方

を対象に､使いや７い･わかりやすいこヒを目指して

います。シャープボトルの廸にある突如、缶ビール

などのプルタプ錨の虚字､洗慟機能付き便疹､これら

はこ1ニパーりjしデザインの考えから作られています。

　こんな勉強をしませんか？

●日軸平娃21年12月23日（水3

　　　　午前10時～正午

Ｖ場所中央公民館大研傀塞

●刻●小寧４～ａ年生C望名）とその侃●畠

Ｖ鵬師軸定必営ilj法Å会濾ＮＰＯセンター

Ｖ申し込み・闘い合わ廿先

　ＮＰｃ法人こころの皇TFLa3－07ﾛa

㈱あいづダストセンター
事業系一般廃棄物・粗大ごみ等 轟11各-

廃棄物のことならお気軽にご相談下さい

コ本社／会津若松山神4卵｣大才南四介才ヤノ祁佃1
コ率業所／柳津町人之I傷字鶴ヶ峯4330-23

ＴＥ】ｊ

ＴＥＬ

0242-36-5351

0241-42-2890

I 一 一 ●

｀嘔㎜



　五回五回回
圧服]圧圧扁]

３つの習慣

○ガスコンロのそばを離れるとざは、必ず火を消す

○ストーフは、燃えやすいものから離して使用する

ご万頃」

住宅用火災警葡器をｰ･?る
○寝具や衣類からの火災を防ぐために、防災製品を

　使用する

○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器を

　設置する

○お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所

　の協力体制をつくる

　　火災の発生しやすい気候となる時季を迎λるに

　　あたり、火の元に注意しましょう。

電話でas歯を

　「握り込んで！」

　「返します」

などの適哨か

あコたら・・・

会津坂下消防署TEL83－4100

４鸚

そ～梱諭する

れ～迪鮑する

う～うのみにしない

そ～送金しない

か～脇●する

も～もう一度碗館する

り

会潭坂下町ては９月中、刑法犯が闘牛発牛しました。

会津坂７町内街頭犯罪等発生状況（平成21年９月末現在）

区分 管内
会津
坂下町

区分 管内
会津
坂下町

空き巣
ねらい

自転量
　盗

忍ひ
込み

自販機
ねらい

事務所
荒し

車上
ねらい

出店
荒し

強制わ
いせつ

自動量
　盗

山頭犯
罪合計

30 ２４

オート
パノ盗

全刑
法犯

98 ７７

○会津坂下警察署

皿IF

TEL83－3451

□　叛

　検察畠盛会とは、検回覧が被疑者をー判にかけな

かったことの良し悪しを嘸盛するところです。選挙

権を祷つ国民のφからくじで退ぱれた11Åの検察犠

査昌によって組織されます。

　申し立てられた事件を検察審一会で宦酉し、さら

に鮮しく桧沓すぺきという●決があった場合に、検

察官は、原料を再検討するこヒになります。起訴相

当の●決に刻して検察官が不起訴処分をした場合。

または法廷の期圏内に処分を朽わなか、た場合には。

改めて検察審蚕会で審査します．

Ｖホームページittlり/l寵.eaurts.釦.ja/ksnsil/

●11月23日【月】は、祝日C勤労感謝aF∃lのため熾差

　し、翌μ日(火)を休みます｡

●定期配管洗浄作差のため、¶¶月la日(月・定休ａ

　と11月17日(火・臨時休館)を休館します。

●力･ワオケのタペ｢20agク･3ンドチ吻　。。

　ンピオン大会｣を12月23日C水)I、

!S

　午後ａ時より開催壹します　

簒

●年末年始Ｓ聳差のお知ら廿｜

　　　　年内は12月29日C火)まで匍差し、－曰と

　　　　S1日を休みます。１月１日(念1は、午前

●

日時から午後３時まで営業します。

　　　　新年の初・|戈元旦から！お楽しみに！

ｖ間い合わせ先糸植原の漣ぱんlfTFLal－1151

漸

　日頃から水道メーターを見る習慣をつけましょう。

　家中の蛇口を全部閉めて水道のメーターを見てく

ださい。メーターのパイロットが回る時は、漏水の

可能性がありますので、指定給水装置工事事業者に

見てもらってください。

　冬哨間、長期にわたり家を不在にする場合には、

水道管破裂等の防止のため

閉栓手続さをお勧めします。

▼問い合わせ先

　上下水道班

　TEL84－1531


