募集
市職員採用試験

行政

９月
日㈮

日㈰

園教諭および保育士 ５人程
度
資格 昭和 年４月２日以
降に生まれた方で︑幼稚園教
諭免許および保育士資格を有
する方または平成 年３月末
日までに同免許および資格を
取得する見込みの方︒
第一次試験日・申込受付期
限 ①高校卒程度と同じ
︽③大学卒程度 後期試験︾
職種・採用予定人員 行政
事務 ５人程度︑土木 ２人
程度

月 日㈰

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
申込受付期間 ８月 日㈮
〜９月 日㈮ ※申込用紙は
日㈪から配付します︒

河地域事務所☎㉔０３７２

自衛隊福島地方協力本部白

受験案内をご覧ください︶
︒
※郵送での申し込みは︑当日

※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

※４月実施の任期付職員採用
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︒

︻平成 年４月１日以降採用︼ ８月

︽①高校卒程度︾
職種・採用予定人員
事務 ２人程度
資格 平成６年４月２日か
ら平成 年４月１日までに生
まれた方︵学歴不問︶
︒
第一次試験日
８月

日㈯

歳未

回﹁白河市発明展﹂
９月８日㈫〜 日㈫

注意事項 ①自作の発明工
夫であること ②模倣品・手

の方

対象 市内に居住または通
勤︑通学している小学生以上

会場 市立図書館りぶらん
地域交流会議室︵道場小路︶

期間

第

白河市合併 周年記念事業

案内

幼稚

申込受付期限
まで
︽②資格免許職︾
職種・採用予定人員

日㈷

自衛官等採用試験
︽航空学生︾
試験日 ９月
会場 郡山市労働福祉会館
︵郡山市虎丸町︶

９月

応募資格 高校卒︵見込み
含む︶以上の 歳未満の男女
︽一般曹・自衛官候補生︾
試験日
会場 市産業プラザ人材育
成センター︵中田︶※自衛官

歳以上

候補生女子は陸上自衛隊郡山
駐屯地︵郡山市大槻町︶
応募資格
満の男女

芸品・自然観察または空想だ
けのものではないこと ③輸
９月 日㈬まで

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

公民館教室受講生
各公民館で開く様々な教室
の受講生を募集します︒
受付日時 ８月 日㈯／午
前８時 分〜 時 分
申し込み・問い合わせ先
各公民館／中央☎㉓３８１０
表郷☎㉜２５２６ 大信☎㊻
２５１１ 東☎㉞３１５９

農地法第４条および第５条の
許可に対する工事が完了した場
合は、農業委員会へ完了報告書
を提出してください。
農業委員会事務局 内2241

▽テーマ 自由 ▽大き
㎝ × ㎝ ︵Ｂ２判︶

会場 聯芳寺︵向寺︶
定員
人 ※先着順

日時 ９月５日㈯／午前９
時から

第３回街なか定期
座禅会

７１４３

申し込み・問い合わせ先
県統計課☎０２４㿌５２１㿌

申込期限 ９月３日㈭まで

応募資格 小学生以上

ー
さ

募集作品 観察記録や既存
データなどを手描きまたはパ
ソコンでグラフにしたポスタ

《完了報告書をお忘れなく》

本庁舎商工課 内２２４７

参加料 ５００円

こ

ち

市民プール ▽東風の台運動
東体育館・テニスコー

本庁舎生涯学習スポーツ課

体との連携による総合防災訓 内２３８５／総合運動公園☎
㉒８９７１／しらさかの森ス
練を行います︒
また︑煙中避難訓練や初期 ポーツ公園㉘２３２２／各庁
消 火 活 動 な ど 一 部 の 訓 練 は︑ 舎教育振興課 表郷☎㉜４７
８２ 大信☎㊻３９７６ 東
一般の方も参加できます︒
日時 ８月 日㈰／午前７ ☎㉞３１４６
時〜 時 分

市の災害対策本部と︑関係団

ト・ふれあいプール︵屋内プ
﹁東日本大震災﹂を教訓に︑ ール︶ ▽各市民体育館

総合防災訓練

公園

※小・中学生は各学校を通し 郷総合運動公園 表郷体育館
ての申し込みとなります︒詳 ▽表郷小学校 プール ▽大
しくはお問い合わせください︒ 信総合運動公園 トレーニン
グセンター・テニスコート・

申込方法 事前に電話でお
コンクール作品
申し込みください︒
県では︑統計に興味と親し
申し込み・問い合わせ先
みを持っていただくため︑コ 本庁舎まちづくり推進課 内
ンクールの作品を募集します︒ ２７４３

福島県統計グラフ

72.8

28

送や展示に不便でないこと
申込期限

30 22

51.5

20

10

内２１

会場 市総合運動公園︵北
中川原︶

肢体不自由者巡回相談会
本庁舎生活環境課
６

体育施設無料開放
８月 日㈮の﹁県民の日﹂
に︑次の体育施設が無料で利
用できます︒
時間 午前９時〜午後４時
無料開放施設 ▽総合運動
公園 中央体育館・国体記念
体育館・陸上競技場・市民プ
ール ▽しらさかの森スポー
ツ公園 テニスコート ▽表

み き お

本庁舎社会福祉課 内２７
１５

申込期限 ９月１日㈫まで

木幹夫氏
持参品 身体障がい者手帳
︵お持ちの方︶および印鑑

き

担当医師 白河厚生総合病
すず
院副院長兼整形外科部長 鈴

会場 中央老人福祉センタ
ー﹁白寿園﹂︵北中川原︶
内容 義肢など補装具の処
方︑診察および医療相談

日時 ９月８日㈫／午後１
時〜３時

23

20
1
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15

56

56

農地や採草放牧地を所有して
いる方が、次のいずれかを行う
ときは農業委員会への手続きが
必要です。
耕作するために農地を売買・
贈与・貸借するとき（農地法
第３条の申請）
自分の農地を農地以外に利用
（転用）するとき（農地法第
４条の申請）
農地を売買したり、貸借して
農地以外に利用（転用）する
とき（農地法第５条の申請）
※いずれも、手続きを完了する
まで一定期間を要しますので、
余裕を持って申請してくださ
い。

30

11

21

18

農地転用等について
《事前にご相談ください》

6

28 18

15

21 20

27

10

2

23

21

19

24

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

18

10

28

10

フランス人講師によるフランス語講
座を開催します。
日 時 ９月２日・16日・30日、10
月14日・28日、11月11日
水曜日 計６回／午後７時
〜９時
会 場 本庁舎地下会議室等
講 師 ノワロ―・ジョン＝パスカ
ル氏
内 容 基礎的なフランス語会話
定 員 30人 ※先着順
受講料 5,000円（６回分、自己都
合で欠席の場合は返還しま
せん）※市国際交流協会会
員は無料
申込期間 ８月17日㈪〜26日㈬
※電話またはＥメールで、お申
し込みください（平日の午前
９時から午後５時まで）。
申し込み・問い合わせ先
市国際交流協会事務局（本庁舎企画政
策課内）☎㉒1111 内2326／Ｅメー
ル kokusai-koryu@city.shirakawa.
fukushima.jp

＝共通＝
申込期限 ９月８日㈫まで
※受験方法︑制度など︑詳し
くはお問い合わせください︒

フランス語講座

61

くらしの
情 報 館

案内
第 回特別弔慰金

参加料 ２︑
食代を含む︶

００円︵昼

申し込み・問い合わせ先
じゃんけん
健康まーじゃん雀健☎㉔０７
０７

まち かど伝言板

せんとう

︽千灯供養会︾
日時 ８月 日㈭／午後５
分〜８時 分

時

戦後 年を迎えるに当たり︑
国として改めて弔慰の意を表
すため︑戦没者等の死亡当時
の遺族で︑平成 年 月 日
大統寺夏休み臨時寺子屋
に存命の方一人に特別弔慰金
が支給されます︒
内容 額面 万円︑５年償
還の記名国債
請求期間 平成 年４月２
日㈪まで
内容 境内と墓地にローソ
クをともして先祖を供養

※戦没者等との関係により支 ︽鉄道模型運転会︾
日時 ８月 日㈯／午後１
給される方が決まります︒詳
しくはお問い合わせください︒ 時〜６時︑８月 日㈰／午前
９時〜午後２時

本庁舎社会福祉課 内２７
１２／各庁舎地域振興課 表
郷☎㉜２１１３ 大信☎㊻３

しらかわ

９７４ 東☎㉞２１１６

麻雀甲子園

マイタウン白河︵本

日時 ８月 日㈰／午前９
分〜午後３時 分

時
会場
町︶

ほそかわ か

な

え

さ

の

ま さ お

幹事 佐野昌男氏
受講料 無料
日本刀剣保存会白河支部
おおつき

大槻☎０９０㿌３３６０㿌２
９２３

表郷ふれあい夏まつり
日時 ８月 日㈰／午前
時〜午後４時
会場 ホテル＆コテージ白
河関の里︵表郷金山︶
内容 太鼓・踊り・ライブ
などのステージ︑屋台︑フリ
ーマーケットなど
入場料 無料
ＮＰＯ法人表郷ボランティ
ふ じ た
アネットワーク 藤田☎０８
０㿌５５５７㿌７０７２

しくはお問い合わせください︒
申し込み・問い合わせ先
ホームスタートしらかわ☎㉗
２０９０

千

なが〜く応援！
最大で３年間︑
補助するワンッ︒
お探しの方に！
空室の情報を紹介
しているワンッ︒

22
3
2015.８.１（H27）

時 分から
会場 市立図書館りぶらん
地域交流会議室︵道場小路︶
内容 ▽講演 ﹁青年海外
あらまさふみ

協力隊の現状と体験談﹂ ▽講

師 荒柾文氏ほか

ま

り

入場料
００円︵塾生無
料︶
︵公財︶立教志塾☎㉓１４
２７

た か ぎ

中心市街地活性化事業
ミニコンサート
こ

︽口笛コンサート 高木満理
子・細川佳那枝︾
日時 ８月 日㈰／午後４
時〜５時
会場 えきかふぇＳＨＩＲ

ホームビジター養成講座

ＡＫＡＷＡ︵郭内︶

入場料 無料
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
９月１日から始まる全８回
の無料講座を受講後︑未就学
児のいる家庭を訪問し︑子育

内容 ＨＯゲージ模型︵実
物 車 両 の 分 の １ ︶︑ 境 内 で
乗って遊べる庭園鉄道︵雨天
中止︶

刀剣鑑定勉強会
日時 ８月 日㈰／午後１
時〜３時
会場 白河商工会議所︵道
場小路︶
講師 日本刀剣保存会常任

て支援を行うボランティアを
募集します︒また︑支援を希
望される方も募集します︒詳

＝共通＝
会場 大統寺︵馬町︶
参加料 無料
大統寺☎㉓２７２３

８月 日㈬／午後６

立教志塾講演会
日時

万

便利で快適！
まちなかの暮らし
を応援するワンッ︒

家賃を補助！
最大で月額

3
円を補助するワンッ︒

1
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23

30

0

30 13

22

10
本庁舎まちづくり推進課☎㉒1111 内2744

子育て世代を応援するワンッ。

次のすべての要件を満たす方
①夫婦のどちらかが満40歳以下の世帯、または
満18歳未満の扶養親族と同居する世帯の方
（母子家庭および父子家庭を含む）
②平成26年4月1日以降、対象となる住宅に新
たに市外から転入した方
③生活保護の住宅扶助など、公的家賃補助等を
受けていない方
④家賃および市税に滞納がない方
⑤居住する自治会に加入する方
⑥世帯員に、暴力団、暴力団員または暴力団員
と密接な関係を有する者が含まれていない方

歳以上︵高校生は
※先着順

人

■手続き

対象
除く︶

■対象となる方

4

30

30

23

26

30

市ホームページ内で、基本計画区域
内にある民間賃貸住宅の空室情報を見
ることができます。
「空室情報」で検索
するか、QRコードからご覧ください。

27

25

in

23

5

■空室情報

基本計画区域（太線で囲まれたエリア）

1

市では、子育て世代の定着による活力あるまちづくりを目指して、
「白河市中
心市街地活性化基本計画」
（以下「基本計画」
）区域内の「民間賃貸住宅」に、新
たにお住まいになる子育て世代の方に家賃の一部を補助します。

18

30

補助を受けるには、転入日から3か月以内に
補助認定のための申請が必要です。また、交付
申請や補助継続の手続きなども必要になります。
詳しくはお問い合わせください。

10

70

60

80

実質家賃負担額から勤務先の住宅手
当を引いた額の４分の１（上限は月
額で13,000円）
※実質家賃負担額とは、共益費や管
理費、駐車場代等を除いた額です。
期 間 ３年間（36か月分）

30

◎まちなかに新たにお住まいになる方を応援します

23

30

補助額
基本計画区域内の「民間賃貸住宅」
※市営住宅などの公的賃貸住宅、社宅・寮など
の事業主の給与住宅、２親等以内の親族が所
有している住宅は補助対象にはなりません。

■補助の内容
■対象となる住宅

せ
市の知ら
お

Information on the city to you

