募集
市職員採用試験
後期試験︾

︻平成 年４月１日以降採用︼

︽大学卒程度
行政
２人

試験を除き︑複数の試験を重
複して申し込むことはできま
せん︒受験資格を確認のうえ︑
いずれか一つの試験に申し込
んでください︒
※受験案内および申込用紙は︑
本庁舎総務課︑各庁舎地域振
興課で配付します︒また︑市
ホームページからも取得でき
ます︵試験方法など︑詳細は
受験案内をご覧ください︶
︒
※郵送での申し込みは︑当日
消印有効です︒
※第二次試験は︑第一次試験
の合格者を対象に実施します
︵日時および場所は別途通知
します︶
︒
本庁舎総務課 内２３１６

県男女共生センター☎０ ２ ４
３㿌２３㿌８３０４

月 日㈷／午前
時 分︵午前 時

しらかわスポーツ
フェスティバル
日時
時〜午後

出店料 無料
申し込み・問い合わせ先
同実行委員会事務局︵東庁舎
事業課内︶☎ ㉞２１１５

世帯を分けたり一緒になったとき 保険証

世帯主が変わったとき

保険証

日時
月４日㈰／午前
時〜午後４時

全国一斉！法務局
休日相談所

本庁舎学校教育課 内２３
６３

※「保険証と記載した点字シール」および「臓器提供
意思表示欄の目隠しシール」をご希望の方は、お問
い合わせください。

年度の教科書に関する議事
録および資料を公表します︒
会場 本庁舎学校教育課

ち

合運動公園 トレーニングセ
こ
ンター・テニスコート ▽東
風の台運動公園 東体育館・
テニスコート ▽各市民体育
館
本庁舎生涯学習スポーツ課
内２３８５／総合運動公園☎
㉒８９７１／しらさかの森ス

ＦＩＴスタンプラリー
ＦＩＴ︵福島県・茨城県・
栃木県︶地域で︑﹁目指せ３県
制覇 親子で楽しむＦＩＴの
魅力﹂をテーマに︑スタンプ
ラリーを開催しています︒
開催期限
月 日㈬まで
※スタンプの設置箇所や応募

会場 市立図書館りぶらん
地域交流会議室︵道場小路︶

６５

調査期限 平成 年２月
日㈰まで
本庁舎建築住宅課 内２２

聞き取り調査を行う場合があ
りますのでご協力ください︒

員証を携帯した市の委託業者
が︑建物の外観を目視で調査
し ま す︒ 空 き 家 周 辺 の 方 に︑

な い 住 宅 等 を 把 握 す る た め︑
実態調査を実施します︒調査

市では︑現在使用されてい

空き家実態調査

area.jp

２４㿌５２１㿌７１１８／ホ
ー ム ペ ー ジ http://www.fit-

方法など︑詳しくはホームペ
ージをご覧いただくか︑お問
い合わせください︒
ＦＩＴ構想推進協議会☎ ０

福島地方法務局白河支局☎
㉒１２０１

小・中学校で使用される教
内容 相続や遺言︑土地建
科書は︑西白河・東白川採択 物や会社等の登記︑境界が接
地区協議会の結果を基に︑市 する方とのトラブル︑職場や
教育委員会で採択しています︒ 学校でのいじめ︑インターネ
同協議会で行われた︑平成 ットでの中傷など ※相談は
無料︑秘密は厳守します︒

教科書採択資料の公表

案内

サンライズひがしフェスティバル
２０１ フリーマーケット出店者

月 日㈷に行われる﹁サ
ンライズひがしフェスティバ
ル２０１ ﹂のフリーマーケ

日㈰

職種・採用予定人員
事務 ５人程度︑土木
程度

月

資格 昭和 年４月２日か
ら平成６年４月１日までに生
まれた方︵学歴不問︶
︒
第一次試験日

ット出店者を募集します︒詳
しくはお問い合わせください︒
こ
ち
会場 東風の台運動公園
︵東釜子︶
区画数
区画︵ ｍ ×
ｍ ︶ ※規定数になり次第締
め切ります︒

申込受付期限 ９月 日㈮
まで
※４月実施の任期付職員採用

小峰城花火写真コンテスト

９月

﹁応募作品展＆市民投票﹂
展示および投票期間
７日㈪〜 月７日㈬
展示場所 Ｊ Ｒ新白河駅ほ
※詳しくはお問い合わせ

か

日の体育の日に︑次

︽ファミリースポーツデー︾
月

午前９時〜午後４時

の施設が無料で利用できます︒
時間

表郷体育館 ▽大信総

無料開放施設 ▽総合運動
公園 国体記念体育館 ▽し
らさかの森スポーツ公園 テ
ニスコート ▽表郷総合運動
公園

保険証

10

国民健康保険証の更新

ください︒
分受付開始︶
ポーツ公園㉘２３２２／各庁
白河まつり振興会︵
︵公財︶
会場 中央体育館︵北中川原︶ 舎教育振興課 表郷☎㉜４７
白河観光物産協会内︶☎㉒１
８２ 大信☎㊻３９７６ 東
参加料 無料
１４７
種 目 ス ト ラ ッ ク ア ウ ト︑ ☎㉞３１４６
輪投げ︑体力測定など

未来館トークサロン

白河
女性の活躍できる社会につ
いて意見交換を行います︒
日時
月８日㈭／午後１
分から

※先着順
月２日㈮

本庁舎国保年金課 内2172

10

本人を証明するもの
保険証を紛失したとき

健保をやめた証明書
扶養を抜けた証明書
保険証
保険証
国保と健保の保険証
国保と健保の保険証
保険証
国保に ほかの健康保険をやめるとき
加 入 ほかの健康保険の扶養を抜けたとき
子どもが生まれたとき
ほかの市区町村へ転出したとき
国保を ほかの健康保険に加入したとき
やめる ほかの健康保険の扶養者になったとき
加入者が死亡したとき

14

時
会場 市産業プラザ人材育
成センター︵中田︶
内容 ▽テーマ ﹁企業や
地域における女性の活躍促進
に 必 要 な こ と ﹂ ▽コーディ
ネーター 県男女共生センタ

人

ー館長 千葉悦子氏
無料
参加料

定員

申込受付期限
まで

申し込み・問い合わせ先

‼

20
1
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2015.９.１（H27）
広報白河

21
2

4

9

10

2.7

届け出が必要な場合
持参するもの
ほかの市区町村から転入したとき 転出証明

10

生後91日以上の犬は、生涯１回の登
録と年１回の狂犬病予防注射を行うこと
が法律で定められていてます。そのため、
飼い犬の登録を行っていない場合は、本
庁舎生活環境課または各庁舎地域振興課
で必ず登録してください。
また、狂犬病予防注射を受けていない
場合は、最寄りの動物病院で受け、本庁
舎生活環境課または各庁舎地域振興課で
注射済票の交付を受けてください。
本庁舎生活環境課 内2165／各庁舎
地域振興課 表郷☎㉜2112 大信☎
㊻2113 東☎㉞2112

28

30 12

18 18

5

24

2 10

56

国民健康保険証の有効期限は９月30日㈬までです。
新しい保険証を９月下旬に送付しますので、10月１日
㈭からは新しい保険証を使用してください。
なお、下表に該当する方は届け出が必要となります。

《犬の登録と狂犬病予防注射》

28

28

その
ほか

日時 ９月26日㈯／午後１時〜３時
会場 ＪＲ白河駅前イベント広場
内容 動物ふれあいコーナー、動物の
健康相談コーナー、飼い犬のし
つけ方教室ほか
県南保健福祉事務所☎㉒5487

30

10

10

12

９月20日から26日までは「動物愛護
週間」です。人と動物がともに生きてい
ける社会の実現には、飼い主のモラルと
マナーが必要です。
守ってほしい５か条
①動物の習性等を正しく理解し、最後
まで責任を持って飼いましょう。
②人に危害を加えたり、近隣に迷惑を
掛けることのないようにしましょう。
③むやみに繁殖させないようにしまし
ょう。
④排せつ物は責任を持って処理しまし
ょう。
⑤盗難や迷子を防ぐため、所有者を明
らかにしましょう。

10

15

10

動物愛護週間

in

30

市内で転居したとき

《県動物愛護のつどい》

5

3

ホームページアドレス
ジアドレ
ド
http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/
＝問い合わせ先
内＝内線番号
☎㉒1111/Fax㉗2577
◇本 庁 舎 八幡小路７-１
◇表郷庁舎 表郷金山字長者久保２ ☎㉜2111/Fax㉜2234
◇大信庁舎 大信増見字北田58 ☎㊻2111/Fax㊻2409
◇東 庁 舎 東釜子字殿田表50 ☎㉞2111/Fax㉞3584

10

28

11

くらしの
情 報 館

まち かど伝言板

こども将棋教室

月３日
日︑
日 土
ビ
ー

☎０９０㿌１９３３㿌５０３１

ノ

中心市街地活性化事業

20

ミニコンサート

︽トランペット Ｎｏ ｂｙ ︾
日時 ９月 日㈰／午後４
時〜４時 分
会場 えきかふぇＳＨＩＲ

無料

40

０㿌５５５７㿌７０７２

市民の交流や活動の拠点であるマイタウン白河を改修する
基本設計に対し、市民の皆さんから広く意見を募集します。
意見を提出できる方
▷市内に在住または勤務・通学している方
▷市内に事務所を有する個人または法人その他の団体
提出期限 ９月30日㈬
提出方法 本庁舎・各庁舎に基本設計概要書と意見箱を設置
しています。また、市ホームページでも同概要書を掲載して
いますので、持参・郵便（当日消印有効）
・ＦＡＸ・Ｅメールの
いずれかの方法で提出してください。
※設計図書は、本庁舎まちづくり推進課で閲覧できます。
《マイタウン白河閉鎖期間》 10月１日㈭から
本庁舎まちづくり推進課☎㉒1111 内2743／〒961-8602
白河市八幡小路7-1／ＦＡＸ㉔1854／Ｅメールmachi@city.shi
rakawa.fukushima.jp

外観（イメージ図）

建物内部（イメージ図）

市民天体観望会

19

ＡＫＡＷＡ特設ステージ︵郭内︶

入場料

福島県ミニコンサート実行
えんどう
委員会 遠藤☎０９０㿌１４
９６㿌７６１０

司法書士・土地家屋

調査士無料相談会
白河市合併 周年記念事業

望遠鏡を使って︑土星や月
・星雲・星団︑夏の星座を観
察します︒
日時 ９月 日㈯／午後６
分〜８時

30

日時 ９月 日︑
・ 日︑ 月７日・
月５日・ 日︑１月

小・中学生

曜日 計８回／午前 時〜正
午 ※１月 日は︑午後３時
まで
会場 中央老人福祉センタ
ー﹁白寿園﹂︵北中川原︶

対象

10 16 21 10

マイタウン白河大規模改修工事基本設計に係る
パブリックコメント

10

立教志塾講演会

24

時

会場 Ｊ Ｒ白河駅前駐車場
︵駅交番西側︶
※曇りや雨の場合は中止しま

2015.９.１（H27）

す︒天気がはっきりしない場
合は︑電話でご確認ください︒

広報白河

30

19

12

6
参加料 無料
お ぐ ら
白河天文同好会 小椋☎㉓

4
23

5

３６９６

■投票資格 市内に在住または勤務・通学している方
■投票期限 ９月30日㈬まで
■投票方法 ▷専用の投票用紙を使用する場合 投票用紙に必要事項を記入し、投票箱に投函してください。投
票用紙および投票箱は、本庁舎文化振興課、各庁舎教育振興課、各行政センターにあります。また、
投票用紙は、市ホームページからも取得できます。
▷はがきまたは任意の用紙を使用する場合 次の事項をすべて記入し、本庁舎文化振興課に持参ま
たは郵送・ＦＡＸ・Ｅメールで投票してください。
①愛称（最終候補作品６点の中から１点を記入）、②氏名（ふりがな）、郵便番号、住所、年齢、
性別、電話番号、市内に勤務・通学している方は勤務先名または学校名
※いずれか１つでも明記されていない場合は、無効になります。
※投票は１人１票です。投票を複数回行った場合は、その方の全ての投票が無効になります。
■受賞作の発表 最優秀賞および優秀賞の作品は、広報白河および市ホームページで発表します。
本庁舎文化振興課☎㉒1111 内2387／〒961-8602 白河市八幡小路7-1／ＦＡＸ㉗2577／Ｅメールbunkashi
nko@city.shirakawa.fukushima.jp

会場 市産業プラザ人材育
成センター︵中田︶

音楽で強い音を意味する演奏記号「フォルテ」に、
フランス語の定冠詞「ラ」を付けて、白河の文化が力
強く世界に発信されるように願いを込めました。

表郷公民館のオープンを記
日時 ９月 日㈭／午後
念し︑歌と芝居でつづる﹁あ 時 分から
すなろコンサート〜故郷に想
会場 市立図書館りぶらん
いを寄せて！〜﹂を行います︒ 地域交流会議室︵道場小路︶

⑥ラ・フォルテ

楽翁公（松平定信）や楽市楽座の「楽」に、「The
（ザ）しらかわ」を付けて、白河の知名度を広めると
ともに、市民が楽しめる場になってほしい。

内容 ▽土地・建物や会社
の登記︑遺産相続や少額の貸
金・借金を巡るトラブル等の

⑤ラクーザしらかわ

内容 ▽講演 ﹁人口減少
社 会 と 長 寿 社 会 ﹂ ▽講師
福島民友新聞社代表取締役社

白河のシンボル小峰とコミュニケーションをあわせ
て、市民の交流の中心になってほしい。

法律相談 ▽土地の境界や測
量・分筆︑建物の新築・増築

④コミューネしらかわ

白河のシンボルである小峰城にちなみ、市民に親し
まれる施設になってほしい。

27

長 五阿弥宏安氏

③こみねホール

日時 ９月 日㈰／午後３
時から
会場 表郷公民館︵表郷番
沢︶

白河のシンボルである小峰城に隣接し、コミュニテ
ィーの中心になってほしいとの願いを込め、小峰とコ
ミュニティーから「コミネス」にしました。

入場料
００円︵塾生無
料︶
︵公財︶立教志塾☎㉓１４

②コミネス

白河のシンボルであり、お城山と呼ばれる小峰城の
ように、たくさんの方に親しまれる施設になってほし
い。

２７

①小峰城ホール

２︑０００円

※愛称の説明は要約してあります。

入場料

《愛称最終候補作品》

10

17

19 11

16

10

定員 ３００人 ※先着順
ＮＰＯ法人表郷ボランティ
ふ じ た
アネットワーク 藤田☎０８

平成28年度に開館を予定している「白河文化交流館」の愛称募集に、1,206件の応募
があり、その中から白河文化交流館愛称選考委員会が最終候補６作品を選考しました。
末永く愛され、身近で親しまれる施設になるよう、この６作品の中から投票により愛
称を決定します。市民の皆さんの投票をお待ちしています。

９月21日〜30日
《運動のスローガン》
外出は 明るい笑顔と 反射材
《運動の基本》
子どもと高齢者の交通事故防止
《運動の重点》
①夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗
車中の交通事故防止
②すべての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底
③飲酒運転の根絶
本庁舎生活環境課 内2169

等の登記相談 ▽公証人によ
る遺言等の相談 ※秘密厳守
福島県司法書士会白河支部
︵藤田司法書士事務所︶☎㉙
８８５７

皆さんの１票で
決めてほしいワンッ。

秋の全国交通安全運動

参加料 １︑５００円 ※
お菓子代および最終日の昼食
代を含む

せ

市の知ら
お

申し込み・問い合わせ先
日時
月３日㈯／午前
あすなろコンサート
えんどう
日本将棋連盟白河支部 遠藤 時〜午後３時︵時間予約可能︶

Information on the city to you

広報白河

2015.９.１（H27）
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3

