Living information
お知らせ

募 集

トピックス

消防団員

ラウンジ

市では、消防団員を募集していま
す。消防団員は、各種訓練で知識や
技術を習得し、火災時の消火活動や

災害発生時の救助活動・避難誘導・
りぶらん

予防活動などを通して、地域住民の
生命や財産を守る重要な役割を担っ
ています。

暮らしに役立つ情報をお届けします！
③文化財の保護・保存のための事業
④文化振興による地域活性化に関す
る事業
⑤伝統文化の保存・継承・発展を目
的としたソフト事業
⑥被災者文化活動支援事業
◦対象者 県内に住所または活動の
本拠を有する文化団体など

◦申込方法 所定の申請書に記入の
うえ、文化振興課へ提出して下さい。
◦申込期限 ２月28日㈭
問本庁舎文化振興課 内2388

シリーズ
子育て
保健

平成31年度福島県
文化振興財団助成事業

お願い

くらしの
情報館

◦対象 市内在住で18歳以上の健
康な方
問本庁舎生活防災課 内2166／
各庁舎地域振興課 表郷☎2111
大信☎2111 東☎2111

▷１枠 ２万４千円
▷半枠 １万２千円
◦受付開始 ３月１日㈮から
※規定数になり次第締め切ります。
◦申し込み・問い合わせ先
本庁舎秘書広報課 内2374

美と健康
コミネス
休日当番医・
無料相談ほか

（公財）福島県文化振興財団では、
自動車の登録・検査の
県民の文化活動支援を目的として、
手続きはお早めに
2019年４月１日から2020年３月
31日までに行う以下の事業を対象
自動車の登録・検査手続きは、毎
に、助成の申請を受け
年３月に集中するため、窓口や車検
付けています。詳しく
場が大変混雑し、手続きの内容によ
は、ホームページをご
っては３時間以上かかることもあり
覧ください。
ます。
◦対象事業
名義変更・住所変更・廃車・車検

市長の
手控え帖

②県の代表や公的機関からの招へい
による発表会などへの参加事業
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小峰城の土地利用の変遷や石垣の
様子を確認するため、明治から昭和
初期頃の写真・絵はがきを探してい
ます。お持ちの方がいらっしゃいま
したら、情報提供をお願いします。

問文化財課（歴史民俗資料館内）
☎2310

案 内

自動車の移転登録
（変更・抹消）手続き
自動車税は、毎年４月１日現在で
車検証に記載されている「所有者」
または「使用者」に課税されます。
例年「所有していない自動車の納
税通知書が届いた」、
「 納税通知書が
届かない」などの問い合わせが多く
寄せられます。
自動車の登録内容に異動（移転・
変更・抹消）がある場合は、３月末
までに福島運輸支局などで手続きを
済ませてください。
◦登録手続きについて
東北運輸局福島運輸支局登録部門

などの手続きは２月中に行うなど、 ☎050-5540-2015
お早めに済ませるようお願いします。 ◦納税通知書の送付先変更について
県南地方振興局県税部☎1519
問東北運輸局福島運輸支局
☎050-5540-2015

国民健康保険の手続きを
忘れずに
春の異動シーズンを迎えます。就

職や転職、市外への転出などで、本
市の国民健康保険資格を喪失する場
合は、お早めに脱退手続きと保険証
の返却をお願いします。
社会保険等に加入した場合は、手
続きの際に新しい保険証を持参して
ください。
なお、資格喪失後に本市の保険証

広報しらかわに掲載する
有料広告
◦掲載期間
2019年４月号～2020年３月号
◦掲載料 掲載１回につき

①広く県民に公開する文化活動の成
果発表事業

小峰城の古い写真を
探しています

を使用した場合は、後日、本市が負
担した医療費を返還していただきま
す。
問本庁舎国保年金課 内2172

市民交通災害共済

高齢者日常生活用具
給付事業
65歳以上の一人暮らしの高齢者
などに火災警報器、自動消火器およ

みください。
※取りまとめを実施する町内会に加
入している方は、町内会を通してお
申し込みください。
◦共済見舞金 交通事故の災害の程
度に応じて２万から100万円まで
問本庁舎生活防災課

内2167

◦ねんきんダイヤル受付時間
◇月曜日 午前８時30分～午後７時
◇火曜～金曜日
午後５時15分

午前８時30分～

◇第２土曜日 午前９時30分～午後
４時
び電磁調理器を給付します。今年度
また、年金事務所へご相談の際は
で事業終了となりますので、希望す
る方は、お早めに申請してください。 必ず、以下の予約受付専用番号にて
ご予約のうえ、お越しください。
◦自己負担額 生計中心者の所得税
お問い合わせ、ご予約の際は、基
の課税状況により自己負担がありま
礎年金番号が分かるものをご用意く
す。
◦申請に必要なもの 申請書、利用
者状況調書（緊急連絡先の記入が必
要です）、印鑑、所得税の課税額を
証明する書類（世帯全員分）

◦申し込み・問い合わせ先 本庁舎
高齢福祉課 内2723／各庁舎地域

振興課 表郷☎2114 大信☎
2114 東☎2116／地域包括支
援センター☎0332 東部地域包
市民交通災害共済は、交通事故に
よる被災者を救済することを目的に、 括支援センター☎8889 西部地
県内13市で実施している制度です。 域包括支援センター☎6032
◦加入資格 市内に居住し、住民登
平成30年分公的年金等の
録している方
源泉徴収票
◦会費 500円
確定申告をする際に必要となる、
◦共済期間 2019年４月１日から
平成30年分公的年金等の源泉徴収
2020年３月31日まで ※年度途中
票を日本年金機構から、１月中旬に
に加入した場合は、加入日の翌日か
発送しています。
ら2020年３月31日まで
老齢・退職を支給事由とする年金
◦加入方法 本庁舎生活防災課・各
を受給している方全員に、平成30
庁舎地域振興課・各行政センターに
年２月支払分から12月支払分まで
備え付けの申込用紙に、必要事項を
記入のうえ、会費を添えてお申し込

くらしの情報館

ださい。
◦予約受付専用電話
0570-05-4890（ナビダイヤル）
◇月曜～金曜日（平日のみ） 午前８
時30分～午後５時15分

ＧＡＰに関する相談会
専門の指導員がＧＡＰ（農業生産
工程管理）に関する疑問や質問にお
答えする相談会を開催します。お気
軽にご相談ください。
◦受付期間 ２月18日㈪～22日㈮
◦時間 午前８時30分～午後５時
◦場所 農政課（本庁舎２階）
問本庁舎農政課 内2224

ふるさとの便り
広報しらかわの定期購読
白河を離れて暮らすあの方に、白

河の話題を届けませんか。ご希望の
送付先に毎月「広報しらかわ」をお
の金額を記載した源泉徴収票となり
ます。なお、障害年金や遺族年金は、 届けします。
◦申込方法 送付先の住所・氏名を
非課税所得のため、源泉徴収票は送
記入のうえ、140円切手12枚（国
付していません。
内の場合）を添えて、本庁舎秘書広
ご不明な点は、日本年金機構ホー
ムページまたは、ねんきんダイヤル
☎0570-05-1165（ナビダイヤル）
までお問い合わせください。

報課までお申し込みください。
問本庁舎秘書広報課 内2374

広報しらかわ
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暮らしに役立つ情報をお届けします！

お知らせ

問本庁舎高齢福祉課

案 内

トピックス

火入れに関する許可申請

内2728／

地域包括支援センター☎0332
東部地域包括支援センター☎888
9 西部地域包括支援センター☎
6032

ラウンジ
りぶらん
シリーズ

キロメートルの範囲内にある原野・
田畑・荒廃地その他の土地で、立木
竹・雑草・堆積物などを焼却する場

介護の事業所を４社招いて、直接
担当者と相談や面接ができる「介護

準備 ③害虫駆除 ④焼き畑 ⑤採
草地の改良
◦申請時期 火入れを行おうとする

介護職に興味のある方は、ぜひご
参加ください。
◦期日 ２月15日㈮

合には、市へ事前の許可申請が必要
職ミニ面接相談会」を開催します。
です。次の目的に限り申請できます。
仕事の内容や、やりがいなどを事
①造林のための地ごしらえ ②開墾
業所から説明します。

子育て
保健
くらしの
情報館

期間の開始日の10日前まで
◦申請書類 火入許可申請書、火入
れを行おうとする土地およびその周
囲を示す図面など（火入れを行おう
とする土地が、申請者以外の方が所
有または管理する土地である場合は、
その所有者または管理者の承諾書）。
詳しくは、お問い合わせください。
問本庁舎農林整備課 内2229

高齢者虐待防止のために

美と健康

近年、介護保険制度の普及・活用
が進む中、一方では高齢者に対する
虐待が家庭や介護施設などで表面化

コミネス
休日当番医・
無料相談ほか

し、社会的な問題となっています。
暴力などを振るう身体的虐待、心
を傷つける心理的虐待、必要な世話
をしない介護放棄、他にも性的虐待

◦時間 午後１時30分～３時30分
◦会場 ハローワーク白河（郭内）
※事前の予約が必要です。

すいらくえん

◦時間
◦会場
◦内容

２月17日㈰

午前９時30分～午後３時
まほろん（白坂）
ばんだいさん
革細工体験、磐梯山を形取

ったチョコレート細工、ミニ琴作り
など

問県文化財センター白河館まほろん
☎0700

期日
定例会開会

３月５日㈫

一般質問・上程議案に対する質疑、請願陳情委員会付託

すいらくえん

６日㈬

一般質問・上程議案に対する質疑

７日㈭

一般質問・上程議案に対する質疑、委員会付託

11日㈪・12日㈫

常任委員会

13日㈬

常任委員会（午後）

15日㈮

定例会閉会

内2412
すいらくえん

すいらくえん

翠楽苑
入園無料券

翠楽苑
入園無料券

翠楽苑
入園無料券

本券１枚で１名様限り

本券１枚で１名様限り

本券１枚で１名様限り

本券１枚で１名様限り

本券１枚で１名様限り

2/13㈬、3/13㈬・14㈭は休園日です

有効期間
平成31年２月１日㈮～
平成31年３月17日㈰

2/13㈬、3/13㈬・14㈭は休園日です

有効期間
平成31年２月１日㈮～
平成31年３月17日㈰

2/13㈬、3/13㈬・14㈭は休園日です

有効期間
平成31年２月１日㈮～
平成31年３月17日㈰

2/13㈬、3/13㈬・14㈭は休園日です

原子力損害賠償に係る
巡回法律相談

歴史学びの会
観光ボランティアガイド団体「ツ
ーリズムガイド白河」による〝歴史
学びの会〟を開催します。
今回は、平成28年10月に国史跡
に指定された「白川城跡」を学びま
す。お気軽にご参加ください。

◦期日 ２月20日㈬
◦集合時間 午前９時30分
◦集合場所 歴史民俗資料館（中田）
◦内容 白川城跡現地見学
いし い ひろ
◦講師 市建設部文化財課 石井洋
みつ
光氏
◦参加費 無料
◦定員 25人 ※先着順
２月18日㈪

２月21日㈭
午後１時30分～３時45分
白河商工会議所２階交流室

問同組合滞納整理課☎1260

初心者茶道教室
お茶とお菓子のいただき方など、
一連の作法を体験しませんか。

（道場小路）
◦内容 請求手続きに関する不明な

点など ※相談無料
◦申込方法 １週間前までに電話予
約
◦受付時間 午前８時30分～午後
５時15分 ※平日のみ
◦申し込み・問い合わせ先

県庁原

子力損害対策課☎024-521-8216

動産公売のお知らせ
白河地方広域市町村圏整備組合で
は、地方税の滞納処分により差し押
さえた動産の公売会（せり売り）を
実施します。
◦期日 ３月９日㈯
◦時間 午前10時
※受付および下見は午前９時から
◦場所 白河地方広域市町村圏整備
組合 第１会議室（白河消防署２階）
◦公売方法 せり売り
※せり売りとは、何度でもより高い

◦期日

２月26日、３月５日・12

日／火曜日
◦時間 午前10時～正午
◦会場 南湖公園「翠楽苑」
◦受講料 2,500円
※３回分、入園料などを含む
◦定員 10人 ※先着順
◦申込受付 ２月１日㈮から
◦申し込み・問い合わせ先
南湖公園翠楽苑☎6888

平成30年度キャリア形成
支援事業
◦期日 ３月17日㈰
◦時間 午後２時～３時30分
◦会場 市立図書館りぶらん地域交
流会議室
◦演題 「ホッと笑いコミュニケー
ション術～周囲との人間関係を円滑

金額の申し出をすることができ、最
高の価格を申し出た人が落札する方
法です。
◦公売物品 日用雑貨やアウトドア

にする～」
◦講師 （一社）日本だじゃれ活用
すず き ひで ち か
協会代表理事 鈴木英智佳氏
◦申込期間 ２月８日㈮～３月８日

ただくか、お問い合わせください。
https://www.shirakawa.jp/

◦申し込み・問い合わせ先
本庁舎教育総務課 内2383

用品 ※出品リストは、ホームペー
ジをご覧ください。
◦参加条件 ホームページをご覧い

㈮ ※定員になり次第締め切り
◦定員 40人
◦参加費 無料

すいらくえん

翠楽苑
入園無料券

有効期間

◦期日 ２月23日㈯
◦時間 午前10時～午後４時
◦会場 市産業プラザ人材育成セン
ター（中田）

◦申込期限

翠楽苑
入園無料券

平成31年２月１日㈮～
平成31年３月17日㈰

◦期日 ２月18日㈪
▷税理士記念日 税の無料相談会

内容

２月27日㈬

◦申し込み・問い合わせ先
（公財）白河観光物産協会☎1147

関する無料相談会を開催します。
事前予約は不要です。申告書など
◦期日
に関する関係書類をご持参ください。 ◦時間
▷所得税の確定申告無料相談会
◦会場

※時間・会場は両日とも共通
問鈴木隆司税理士事務所☎0316

３月に開催する市議会定例会の日程をお知らせします。
本会議・委員会はどなたでも傍聴できます。
◦日程 下表のとおり
◦時間・会場
▷本会議 午前10時から／議場傍聴席（本庁舎５階）
▲議会中継・動画配信は
▷委員会 午前10時から／委員会室（本庁舎４階）
こちらから

問議会事務局

東北税理士会無料相談会
東北税理士会白河支部では、税に

３月市議会定例会の日程（予定）

や経済的虐待があります。
高齢者虐待は深刻な人権侵害です。
発見した場合は、地域包括支援セン
ターもしくは本庁舎高齢福祉課へご
連絡をお願いします。

まほろん冬まつり
◦期日

ハローワーク白河
介護職ミニ面接相談会

森林または森林に接近した周囲１

◦申し込み・問い合わせ先 ハロー
ワーク白河職業相談部門☎1256

くらしの情報館

有効期間
平成31年２月１日㈮～
平成31年３月17日㈰

2/13㈬、3/13㈬・14㈭は休園日です
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暮らしに役立つ情報をお届けします！

施 設

まちかど

なかやま

◦期日
◦時間

白河集古苑
郭内1-73

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

２月17日㈰
午後４時～５時

マイタウン白河

本町2

♢テーマ展「中山義秀文学的業績」
♢３月10日㈰まで

大信公民館

大信増見字北田58

☎46-2511

◦期日 ３月10日㈰
◦時間 午後２時30分～４時
◦会場 新白河国際教育学院（西郷
村） ※入場無料
◦内容 ▷演題 「隣りの外国人と
友達になるには～日本語教育実践者
の立場から～」

すいらくえん

翠楽苑
入園無料券

◦時間 午前10時～午後５時
※９日は午後１時から、12日は正
午まで
１階ギャラリー

◦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

◦期日 ２月22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
歴史民俗資料館
◦内容 野良猫のお世話をしている、
中田7-1 ☎27-2310
猫のふん尿で迷惑している、などの
開館時間 9:00～16:00
休館日 月曜日
相談会です。※保護・引き取りの相
※2/11は開館し、翌日火曜日休館
談はお断りします。
はなさと く ら ぶ
◦展示内容
問ＮＰＯ法人白河花里倶楽部
♢平常展示「白河の歴史と文化」
☎090-4040-1797
◦展示内容／会期
♢コーナー展示「だるまとひな人形」
立教志塾定例研修会
♢３月３日㈰まで

▷講師 横浜国立大学・神奈川大学
ひ ぐち
ま き こ
講師 樋口 万喜子氏（白河市出身）
問（公財）立教志塾☎1427

《手作り甲冑展》
２月９日㈯～12日㈫

◦期間

◦会場

《主催教室の活動をふり返って》

第12回地域猫相談会

☎31-7595

か っ ちゅう

◦展示内容／会期

◦会場 えきかふぇＳＨＩ
ＲＡＫＡＷＡ
（JR白河駅内）
◦入場料 無料
ま とう
◦出演 真灯かなた
問福島県ミニコンサート実行委員会
えんどう
遠藤☎090-1496-7610

☎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）

ぎ しゅう

中山義秀記念文学館

ミニコンサート

くらしの情報館

白河関の森公園

旗宿白河内7-2

☎32-2921

《ひな人形展示》
◦期間 ２月５日㈫～３月３日㈰
◦時間 午前10時～午後３時
◦会場 ふるさとの家（公園内）

《ひなまつり》
◦期間 ３月２日㈯・３日㈰
白河だるま（昭和36年製）
（白河市歴史民俗資料館蔵）

すいらくえん

翠楽苑
入園無料券

すいらくえん

翠楽苑
入園無料券

◦時間 午前10時～午後３時
◦内容 甘酒などの出店、
「語りの会」
による昔話など
すいらくえん

翠楽苑
入園無料券

すいらくえん

翠楽苑
入園無料券

※呈茶を希望される方は
入園時にお申し込みく
ださい。
（呈茶料：540円）
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【開園時間】
午前９時～午後４時30分

【開園時間】
午前９時～午後４時30分
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（公財）白河観光物産協会
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