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文化財防火デー

ラウンジ

１ 月 26日 は「 文 化 財 防 火 デ ー」
です。貴重な文化財を災害から守る
ため、本市および白河消防署表郷分

りぶらん

署では地元消防団の協力を得て、署
団合同防御訓練を行いますので、ご
協力をお願いします。

暮らしに役立つ情報をお届けします！

肢体不自由者巡回相談会
◦期日
◦時間

２月18日㈪
午後１時～３時

◦会場 中央老人福祉センター（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
◦担当医師 白河厚生総合病院副院
すず き みき お
長兼手術部部長 鈴木幹夫氏
◦持参品 身体障がい者手帳（お持

シリーズ

当日
（１月25日）は、消防署員や
ちの方）および印鑑
消防団員が出動しますので、火災と
◦申込期限 ２月８日㈮
お間違えのないようご注意ください。 問本庁舎社会福祉課 内2715

生活困窮者自立支援制度
子育て
保健
くらしの
情報館

◦期日 １月25日㈮
◦時間 午前10時30分から
◦会場 鈴木家住居（表郷公民館敷
地内）
問文化財課（歴史民俗資料館内）
☎2310

美と健康

敬老祝い商品券の有効期限

公立中学校夜間学級の
設置に関する調査
県教育委員会では、戦中戦後の混
乱で中学校を卒業できなかった方、
不登校や家庭の事情で授業を十分に
受けられなかった方を対象に、公立

中学校夜間学級の設置を検討するう
小規模事業者の受注機会を拡大し、 えで、需要がどのくらいあるのかを
地域経済の活性化を図るため、市が
把握する調査を行っています。夜間
発注する小規模な修繕（50万円未満） 学級の設置を要望する方や関心のあ
について登録申請を受け付けます。
◦受付期間 随時（平日のみ）／午
前８時30分～午後５時15分

る方はご連絡ください。
問本庁舎学校教育課 内2361／
県南教育事務所☎1665

１月27日㈰
午前11時～午後４時
仙台市中小企業活性化セン

◦内容

各大学・大学院・短期大学

ター多目的ホール

ア エ ル

AER（仙台市）

別の相談コーナー
◦参加費 無料、申込不要
◦参加校 大学23校・大学院８校・
短期大学５校
◦対象 一般および高校生
問（公財）私立大学通信教育協会
☎03-3818-3870

ふくしま生活・就職応援
センター
就職のお悩みに、専任の相談員が
きめ細かに対応します。
県内就職希望者ならどなたでも利
用できる、県が設置した無料の就職
相談窓口です。予約制での面談を行
っていますの
で、まずはお
問い合わせく
ださい。

◦開館時間
午前10時～午後７時

※日曜日・祝日・年末年始を除く
◦場所 NTT白河ビル１階（郭内）
問ふくしま生活・就職応援センター
白河事務所☎0041

チェックしましょう！
福島県最低賃金

業所の企業説明会を開催します。
事前申し込みは不要ですので、お
気軽にお越しください。

◦時間額
◦発効日

◦内容 事業所ＰＲ、各種就職支援
イベント、合同企業説明会

以上を支払わなければなりません。
詳しくは、お問い合わせください。

◦期日 ３月８日㈮
◦時間 午前10時～午後４時
◦会場 ビッグパレットふくしま
（郡山市）

◦その他 参加事業所は
開催１週間前までに、福
島労働局ホームページ上
で公開します。
問福島労働局職業安定課
☎024-529-5396

多重債務相談窓口
財務省福島財務事務所では、返済
しきれないほどの借金を抱え、お悩
みの方からの相談に応じています。
借金の状況を伺い、必要に応じ弁護
士・司法書士などの専門家に引き継
ぎを行います。秘密厳守、相談無料

です。お気軽にご相談ください。
また、国や県の登録を受けずに貸
金業を営む、いわゆる「ヤミ金融」
業者には十分ご注意ください。利用
している貸金業者の登録状況に関す
る問い合わせや不正に利用されてい
る預貯金口座に関する相談も受け付
けています。

772円
平成30年10月１日

福島県最低賃金は、常用・臨時・
パートタイマー・アルバイトなどの
名称に関わらず県内のすべての労働
者に適用され、使用者は、その金額

問福島労働局賃金室
☎024-536-4604

ご確認ください
『防災タウンページ』
日頃の備えや災害時の行動ポイン
トを盛り込んだ「防災タウンページ
福島県版」がNTTタウンページ㈱
から発行され、１月上旬から「タウ
ンページ」と一緒に全戸・全事業所
に届けられます。
災害発生時はもちろん、いざとい
う時に備えて確認しておきましょう。
福島県 中通り南版
保存版

防災
タウンページ
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発行

テーマ別に業種や情報を検索！
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2019.2～2020.1

（掲載情報は2018.11.8現在）

郡山市・白河市・須賀川市・田村市・本宮市・安達郡（大玉村）
・岩瀬郡
（鏡石町・天栄村）
・西白河郡（西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町）
・
東白川郡（棚倉町・矢祭町・塙町・鮫川村）
・石川郡（石川町・玉川村・
平田村・浅川町・古殿町）
・田村郡（三春町・小野町）

福島
福福

2019. １（H31)

◦申込方法 申請書に次
の書類を添えて持参して
ください。申請書は市ホ
ームページから取得でき
ます。
①市税の納税証明書 ②登録希望業
種の履行に必要な資格・免許などの
写し
◦有効期限 2020年３月末日
◦申し込み・問い合わせ先
本庁舎工事契約検査室 内2252

◦期日
◦時間
◦会場

☎024-533-0064

ます！

広報しらかわ

行しないおそれのある方（破産者で
復権を得ていない方など）
④市税を滞納している方

育合同説明会を開催しま
す。詳しくはホームペー
ジをご覧ください。

大学等を卒業した方を対象に、県内
に就業場所があり、参加対象学生を
正社員として採用する計画のある事

◦受付時間 午前８時30分～正午、
午後１時～４時30分 ※平日のみ
問多重債務相談窓口専用電話

役立 ち
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いる方 ②登録を希望する業種に関
して必要な資格・免許または実績の
ない方 ③登録を希望する業種を履

と理解を啓発し、入学を希望する方
に対する希望大学の教育内容の説明
と学習相談を目的とした大学通信教

2020年３月に大学等を新規卒業
予定の方および2017年３月以降に

◦相談窓口 財務省福島財務事務所
理財課（福島市）

に、

問本庁舎高齢福祉課 内2722／各
庁舎地域振興課 表郷☎2114
大信☎2114 東☎2116

れかに該当する方は登録できません。
①入札参加資格審査申請により工事
等請負有資格業者名簿に登録されて

大学通信教育に対する社会の認識

ふくしま大卒等
就職ガイダンス

G
A
S

休日当番医・
無料相談ほか

なお、未使用の商品券の換金はで
きませんので、ご注意ください。

小規模修繕等契約希望者
登録受付

貼付工事 ⑥その他の小規模な工事
◦資格 市内に主たる事業所または
住所を有する方。ただし、次のいず

大学通信教育春期
合同入学説明会

も し も のと き

コミネス

平成30年度敬老会で配付した「敬
老祝い商品券」の有効期限は平成
31年１月31日㈭です。まだ使用し
ていない方は、お早めにご利用くだ
さい。

離職して仕事がなく、手持ちの資
金も不足するなどの「生活困窮者」
に対して、専門の相談員がハローワ
ークと連携しながら新たな就職先を
あっせんするなど、自立した生活を
営むための支援を行っています。
次のような理由でお困りの方は、
ご相談ください。
♢失業した、間もなく仕事がなくな
る
♢心身に不調があり、就職が困難
♢収入がなく、家賃が払えない
問本庁舎社会福祉課 内2726

◦登録対象業種 ①大工工事 ②ガ
ラス・サッシ工事 ③畳工事 ④ふ
すま・障子・建具関係工事 ⑤壁紙

くらしの情報館

子』

春張

『三

Web
アンケート
に答えて

プレゼントを当てよう！
！

タウンページで

福福キャンペーン
くわしくは 2 ページをご覧ください

協力：福島県
［別冊］

防災タウンページ

タウンページにも｢防災特集｣を掲載

もご覧ください。

問タウンページセンタ
☎0120-506309（午前９時～午後
５時／平日のみ）

広報しらかわ

2019. １（H31)
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暮らしに役立つ情報をお届けします！

お知らせ

まちかど

第23回白河市東音楽
フェスティバル

トピックス

◦期日
◦時間

新春初笑い寄席

ラウンジ

◦期日
◦時間
後２時
◦会場

１月14日㈷
開場 午後１時／開演

新白信ビルイベントホール

りぶらん

（立石）
◦演目

午

つぼざん

こ ん にゃく も ん ど う

壺算、蒟蒻問答ほか
さんゆうていえん ざ

え もん

さんゆうてい

シリーズ

◦出演 三遊亭円左衛門、三遊亭は
こう
ち好
◦入場料 500円（75歳以上無料）
問（公財）立教志塾☎1427

子育て

第11回地域猫相談会

２月３日㈰
午後０時50分～４時

◦会場 東文化センター（東釜子）
◦出演 東琴の会、ハーモニー・ひ
がし、スクロール弦楽合奏団 ほか
問東音楽フェスティバル実行委員会
（きつねうち温泉内）☎1126

施 設

なかやま

ぎ しゅう

中山義秀記念文学館
大信町屋字沢田25

☎46-3614

開館時間 10:00～18:00
※土・日・祝日は17:00まで
休館日 月曜日、祝日の翌日

保健

◦展示内容／会期
♢テーマ展「中山義秀文学的業績」
♢３月10日㈰まで

くらしの
情報館
美と健康

◦期日 １月25日㈮
◦時間 午前10時～11時
◦会場 市立図書館りぶらん地域交
流会議室
◦内容 野良猫のお世話をしている、
猫のふん尿で迷惑している、などの
相談会です。※保護・引き取りの相
談はお断りします。
はなさと く ら ぶ
問ＮＰＯ法人白河花里倶楽部
《中山義秀顕彰会会員募集》
☎090-4040-1797
中山義秀顕彰会は、中山義秀記念
文学館の開館を記念し、偉大な功績
あくた が わ
国際ホロコーストメモリ
を残した芥川賞作家「中山義秀」を

コミネス

アルデー映画上映会

休日当番医・
無料相談ほか

◦期日
◦時間
◦会場

１月26日㈯
午後１時30分
市立図書館りぶらん地域交

流会議室
◦内容 映画『否定と肯定』

◦入場料 無料 ※先着100人
問NPO法人アウシュヴィッツ平和博
物館☎2108

21

広報しらかわ

2019. １（H31)

♢中山義秀記念文学館の無料入館
♢「文学ツアー」参加費の割引
♢文学賞公開選考会などのご案内
◦年会費
個人2,000円／法人7,000円

大信公民館

大信増見字北田58

☎46-2511

《小中学校書き初め展》
◦内容 大信地域小中学生の作品展
◦期間

１月16日㈬～31日㈭

※日曜日・祝日を除く
◦時間 午前８時30分～午後８時
《主催教室の活動をふり返って》
◦内容 大信公民館主催教室の様子
を写真などで展示
◦期間 ２月５日㈫～28日㈭
※日曜日・祝日を除く
◦時間 午前８時30分～午後８時

歴史民俗資料館
中田7-1

☎27-2310

開館時間 9:00～16:00
休館日 月曜日
※1/14は開館し、翌日火曜日休館

◦展示内容
♢平常展示「白河の歴史と文化」

♢中山義秀の事績に対する顕彰活動
♢作家、文学者などとの交流
◦会員の特典

特別支援教育支援員
市内の小・中学校で働く臨時職員
を募集します。
◦職務内容 特別な支援を必要とす
る児童・生徒の学習および生活の支
援・援助
◦募集人員 ３人程度
◦資格要件 特になし ※教員免許
を有することが望ましい
◦雇用期間 平成31年３月31日㈰
まで

※勤務状況により契約更新あり、長
期休業期間中は未就労
◦勤務時間 午前８時15分～午後
４時45分
※学校の実態により変更あり
◦賃金 時給864円
◦保険 社会保険および雇用保険に
加入
※社会保険の加入は応相談
◦申込先 ハローワーク白河
☎1256
問本庁舎学校教育課 内2365

地域づくり活性化支援事業

顕彰していくため、平成５年に創設
されました。

当顕彰会では、趣旨に賛同してい
ただける会員を随時募集しています。
詳しくは、お問い合わせください。
◦顕彰会の活動

募 集

た か く りゅう こ

なんこう

高久隆古筆 楠公図（白河市歴史民俗資料館蔵）

白河集古苑
郭内1-73

☎24-5050

※館内工事のため休館中

（再オープンは平成31年４月予定）

市では「地域活力の向上」を目的
に「地域の特性をいかした市民の自
発的な取り組みで、独自性のある事
業」に対して、経費の一部を補助し
ています。
詳しくは市ホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせください。
◦補助率 ３分の２以内
◦限度額 50万円以内

◦受付期間 １月４日㈮～２月28日
㈭
問本庁舎生活防災課 内2162

マイタウン白河チャレンジ
ショップテナント
マイタウン白河では、チャレンジ

ショップへの出店者を募集していま
す。
白河で起業・開業したいという夢
をお持ちの皆さん、チャレンジショ
ップを利用して自分の夢を実現しま
せんか？

くらしの情報館
◦訓練期間

2019年４月～2021年
３月（２年間）
◦訓練会場 県内の介護福祉士養成
施設
◦受講料 無料
※テキスト代や保険代などは個人負
担
◦その他 募集期間は、１月中旬か
ら２月末日を予定しています。受講
対象者・申し込み方法などは、お問
い合わせください。
問県立テクノアカデミー郡山
経営企画担当☎024-944-1663

お願い
下水道への早期接続を
◦募集期間 １月25日㈮まで
◦所在地 マイタウン白河１階（本
町）
◦店舗面積 23㎡
◦賃料 月額7,300円
◦入居時期 平成31年２月以降
◦契約期間 １年（最長３年）
詳しくはホームページ
の募集要項をご覧くださ
い。
問㈱楽市白河☎1448

介護福祉士養成科の訓練生
テクノアカデミー郡山では、求職

中の方を対象に、国家資格「介護福
祉士」の取得と介護福祉業界への正
社員就職を目指すことを目的とした
２年間の教育訓練を実施します。
◦募集コース 介護福祉士養成科

下水道に接続することで、家庭か
らの生活排水を、直接下水道に流せ
るようになります。また、悪臭や害
虫の発生を抑え、生活環境が改善さ
れるほか、道路側溝や河川がきれい
になり、自然環境を守ることにもつ
ながります。
清潔で住み良い街にするため、下
水道が整備された地域にお住まいで、
まだ接続していない方は、下水道へ
の接続をお願いします。なお、供用
開始から３年以内の地域を対象に、
早期接続のための助成制度を設けて
います。詳しくは、お問い合わせく

ださい。
また、既に接続している方は、下
水道の詰まりや悪臭を防止するため、
食器を洗う前に油汚れを拭き取るな
ど、油を極力流さないようご協力を
よろしくお願いします。
問本庁舎下水道課 内2236

広報しらかわ
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