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地域づくり活性化
支援事業

暮らしに役立つ情報をお届けします！
負担となります。
その他 募集期間は、１月中旬か
ら２月末日までを予定しています。

ラウンジ

下水道に接続する
受講対象者・申込方法など詳しくは、
と、家庭からの生活
お問い合わせください。
排水を直接下水道に
県立テクノアカデミー郡山
流せるようになりま
☎024-944-1663
す。また、悪臭や害

「ふるさとの便り」
広報しらかわ定期購読

ヨリミチ
高齢者サロン
︵高校生執筆︶

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

離れて暮らすあの
方に、白河の話題を

りぶらん

的な取り組みで、独自性のある事業」 届けませんか？
に対して、経費の一部を補助してい
ご希望の送付先に、
ます。
毎月「広報しらかわ」
（12か月分）
詳しくは、市ホームペ
をお届けします。
ージをご覧になるか、お
申込方法 送付先の住所・氏名を
問い合わせください。
明記のうえ、140円切手12枚（国内
補助率 経費の３分の２以内
補助額 50万円以内

シリーズ

受付期間 １月６日㈪〜２月28
日㈮
本庁舎生活防災課 内2162

子育て

介護福祉士養成科の
訓練生

保健
くらしの
情報館

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

休日当番医・
無料相談ほか

訓練期間 令和２年４月〜令和４
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・保険代などは、個人
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下水道への早期接続を

の場合）を添えて、本庁舎秘書広報
課にお申し込みください。
本庁舎秘書広報課 内2373

お願い
統計調査にご協力ください
（2020年農林業センサス）
農林水産省では、２
月１日現在で「2020
年農林業センサス」を
実施します。
これは、すべての農
林業関係者を対象に行われる農林業
の国勢調査ともいうべきもので、農
林業の実態を明らかにし、国や県、
市など各方面にわたって広く利用で
きる総合的な統計資料を得るための
調査です。調査員が伺いましたら、
ご協力をお願いします。
本庁舎企画政策課

内2329

白河ユネスコ協会
街頭募金
白河ユネスコ協会で
は、白河だるま市街頭

「スイスイ」

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。
清潔で住みよいまちにするため、
下水道が整備された地域にお住まい
の方は、下水道への接続をお願いし
ます。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。
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お願
いします。
下水道課（白河都市環境センター
内）☎㉒0910

公立中学校夜間学級の
設置に関する調査

募金を行います。
皆さんの善意は「世
界寺子屋運動」や「世

１月26日は「文化財防火デー」
ⓑἙࣘࢿࢫࢥ༠

期日

２月11日㈷

時間

午前10時〜午後３時
中央公民館入り口付近（天

世界には、学校に行けない子ども
や、読み書きができない人が数多く
います。この運動を通じて、そうし
た人たちに読み書きや計算を学ぶ機
会を提供します。

御訓練を行います。ご協力をお願い
します。
当日は、消防署員や消防団員が出
動しますので、火災とお間違えのな
いようご注意ください。
期日

１月22日㈬

時間

午前９時30分から

会場

小峰城跡

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
えで、需要がどのくらいあるのかを
把握する調査を行っています。

この活動で、そうした国々に対して
資金の提供や修復技術を教えると同
時に、遺産が教えてくれる歴史や文
化の大切さを次の世代である子ども
たちに伝えています。
白河ユネスコ協会事務局（本庁舎

第23回しらかわ音楽の祭典 第２部

工藤重典フルート・リサイタル
日本を代表する
フルート奏者とし
て世界中で数々の
賞を受賞する工藤

生涯学習スポーツ課内）内2383

重典さんと、娘で
ピアニストの工藤
Ⓒ土居政則
セシリアさんをお
迎えして、コンサートを開催します。
期日

２月２日㈰

時間

▷開場
▷開演

会場
入場料

午後１時30分
午後２時

コミネス大ホール
全席自由

一般1,000円／高校生以下500円
※未就学児は入場できません。
※（公財）三井住友海上文化財団の
助成により、特別料金での開催です。
販売所 コミネス・本庁舎文化振
興課・えきかふぇ SHIRAKAWA
しらかわ音楽の祭典実行委員会事
務局（本庁舎文化振興課内）内2387

敬老祝い商品券の
有効期限
令和元年度敬

見本

老会で配付した
「敬老祝い商品
券」の有効期限は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。
※未使用の商品券は換金できません
ので、ご注意ください。
本庁舎高齢福祉課 内2723／各
庁舎地域振興課 表郷☎㉜2114
大信☎㊻2114 東☎㉞2116

令和元年分公的年金等の
源泉徴収票

文化財課☎㉗2310

《世界遺産活動》
途上国などでは、世界遺産を守り、
次の世代へ引き継いでいくための技
術や資金・人材が不足しています。

南教育事務所☎㉓1665

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では地
元消防団の協力を得て、署団合同防

《世界寺子屋運動》

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

夜間学級の設置を要望する方や関
心のある方は、ご連絡ください。
本庁舎学校教育課 内2363／県

内

文化財防火デー

界遺産活動」
「白河の歴史的遺産・文
化財保護」などに使用させていただ
きます。ご協力をお願いします。

会場
神町）

案

くらしの情報館

※販売中

確定申告の際に必要となる「令和
元年分公的年金等の源泉徴収票」が、
日本年金機構から１月中旬に発送さ
れます。
これは、老齢・退職を事由とする
年金を受給している方の、平成31年
２月から令和元年12月支払い分まで
の金額を記載した源泉徴収票です。
障害年金や遺族年金は非課税所得の
ため、源泉徴収票は送付されません。
詳細または紛失などでお困りの方
は、基礎年金番号が分かるものを用
意のうえ、お問い合わせください。
ねんきんダイヤル☎0570-05-1165
／白河年金事務所☎㉗4161
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子育て世代賃貸住宅家賃
補助制度

ラウンジ
ヨリミチ
高齢者サロン
︵高校生執筆︶

地の活性化を目指
し、市外から対象
区域内に新たに居
住する方を対象に、家賃の一部を補
助します。
詳しくは、市ホームペ
ージをご覧になるか、お
問い合わせください。

りぶらん
シリーズ

対象区域・住宅
第３期白河市中心市街地活性化基本
計画で定める区域内の民間賃貸住宅
（図の太線で囲まれたエリア）
※市営住宅や社宅・寮などは対象と
なりません。

子育て
保健
くらしの
情報館

対象者（主な条件）
他の市町村から転入し、１年以内に
対象区域内の民間賃貸住宅に入居し
た方で、次のいずれかの条件を満た
す方

休日当番医・
無料相談ほか

①満18歳未満の子どもと同居し、
当該子どもを扶養する父または母の
いずれかが世帯主である世帯
②同居する夫婦のいずれかが満40歳
以下で、当該夫婦のいずれかが世帯
主である世帯

広報しらかわ

補助額 家賃（共益費・駐車場使
用料などを除く）から、勤務先で支
給される住宅手当を差し引いた額の
４分の１
補助上限
▷集合住宅 月額13,000円
▷戸建て住宅 月額17,000円

子育て世代の定
住による中心市街
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対象期間 ３年間（36か月）
まちづくり推進課（表郷庁舎内）
内2743

火入れに関する許可申請
森林または森林に接近した周囲１
km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合には、
市へ事前の許可申請が必要です。
申請可能理由 造林のための地ご
しらえ・開墾準備・害虫駆除・焼き
畑・採草地の改良
申請時期
前まで

火入れ開始日の10日

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
者以外の所有または管理する土地で
あるときは、その所有者・管理者の
承諾書が必要です。詳しくは、お問
い合わせください。
農林整備課（表郷庁舎内）内2229

自然災害被災者債務整理
ガイドライン
台風19号による被害を受けた方
が「自然災害被災者債務整理ガイド
ライン」を利用することで、住宅ロ
ーンなどの免除・減額を申し出るこ
とができます。

※債務の免除・減
額には、一定の要
件を満たすことや
借入先の同意が必
要となります。
利用するメリット
①財産の一部を手元に残せます。
※被災状況・生活状況などの個別事
情により異なります。
②弁護士などの登録支援専門家によ
る手続き支援が無料で受けられます。
③債務整理をしたことが個人信用情
報として登録されないため、新たな
借り入れに影響しません。
詳しくは、ローン借入先の金融機
関などにお問い合わせください。
財務省東北財務局福島財務事務所
☎024-535-0303

パートタイム・有期雇用
労働法が施行されます
４月から順次、
正規雇用者と非正
規雇用者との間の
不合理な待遇差が
禁止されます。
詳しくは、ホームペー
ジをご覧になるか、お問
い合わせください。
《特別相談窓口を開設します》
正社員と比べて、基本給が少ない、
賞与・手当が無いなどの差はありま
せんか？「仕方がない」とあきらめ
る前にご相談ください。
企業の雇用担当者からの相談も受
け付けています。
期間 ３月31日㈫まで
相談窓口

福島労働局雇用環境・

均等室 ☎ 024-536-4609（ 平 日 ／
午前８時30分〜午後５時15分）

労働困りごと相談会
賃金未払い・解雇・退
職など、労使間のトラブ
ルに関する困りごとや疑
問について、相談をお受
けします。相談は無料で、秘密は厳

消費生活無料法律相談会
県では、借金・多重債務問題や契
約トラブルなど、さまざまな消費生
活相談に対応するため、弁護士によ
る無料法律相談を実施します。
期日 ２月４日㈫

くらしの情報館
河市・西白河郡内の小
中学生による作文・書
写・絵画などの優秀作
品集です。
発行部数に限りのあ
る貴重な文集ですので、
この機会にぜひお買い求めください。
価格

1,000円（税込み）

時間 午後１時〜５時（午後４時
から５時までは電話相談のみ）

申込方法 白河青年会議所に電話
でお申し込みください。

会場 県白河合同庁舎３階304会
議室（昭和町）

申込受付 １月10日㈮から
※なくなり次第終了となります。お

会場 市産業プラザ人材育成セン
ター（中田）

相談方法 面接または電話相談
※相談時間は１人あたり30分です。

※１月24日㈮／午後５時までにご
予約ください。
《電話相談》

※事前予約が必要です。平日／午前
８時30分から午後５時までにご予
約ください。

早めにお申し込みください。
（公社）白河青年会議所
☎㉒8289

守します。お気軽にご相談ください。
期日

１月26日㈰

《現地相談会（予約制）》
時間

午前10時〜午後４時

時間

午前10時〜午後７時

電話

024-521-7594

予約・問い合わせ先 福島県労働
委員会事務局☎024-521-7594

大学通信教育
春期合同入学説明会
大学通信教育に対する社会の認識
と理解を啓発し、入学希望者に対す
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。
期日

２月２日㈰

時間

午前11時〜午後４時

会場

イベントホール松栄（仙台

市）
対象

一般および高校生

内容 大学21校・大学院７校・短
期大学５校による相談コーナー
参加費 無料 ※申込不要
（公財）私立大学通信教育協会
☎03-3818-3870

県南地方振興局県民生活課
☎㉓1548

ハローワーク白河
介護職ミニ面接相談会
介護の事業所４社の担当者と直接
相談や面接ができます。介護職に興
味のある方は、ぜひご参加ください
（予約制）。
期日 ２月14日㈮
時間 午後１時30分〜３時30分
会場 ハローワーク白河
議室（郭内）

地域猫相談会
野良猫の不妊手術をしたいと考え
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
の相談はできません）。
期日

１月14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
ＮＰＯ法人白河花里倶楽部
☎090-4040-1797

地下会

立教志塾定例研修会

申し込み・問い合わせ先
ハローワーク白河
☎㉔1256

職業相談部門

まちかど
第69集「若竹」の販売

期日 １月27日㈪
時間 午後６時30分から
会場 市立図書館りぶらん地域交
流会議室
内容 ▷演題「努力と工夫で何度
でも立ち上がり 良い未来を目指す」
▷講師 和知健明氏
参加費

第69集「若竹」は、今年度の白

無料

（公財）立教志塾☎㉓1427

広報しらかわ 2020. １（Ｒ2)
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まちかど
白河第一小学校器楽クラブ
文部科学大臣賞受賞記念コンサート
11月３日に郡山市で行われた「第
８回日本学校合奏コンクール2019
全国大会ソロ＆アンサンブルコンテ
スト」アンサンブル部門小学校の部
で、日本一にあたる文部科学大臣賞
の受賞を記念して、コンサートを開
催します。

当顕彰会では、趣旨に賛同してい
雪の散歩、親子でクッキング（恵方
ただける会員を随時募集しています。
巻き作り体験）など
詳しくは、お問い合わせください。
《なすかしの森のびのびキッズ（冬編）
》
冬のなすかし
の森の中で、全

顕彰会の活動
♢中山義秀の事績に対する顕彰活動

身で自然を感じ
られる遊びを通して、子どもの多様
な動きの獲得や、好奇心・探求心を

♢作家・文学者などとの交流

刺激するきっかけを提供します。

♢文学ツアー参加費の割り引き
♢文学賞公開選考会などのご案内

期日

２月15日㈯

対象
保護者

４歳以上の未就学児とその

内容 雪遊びプログラム、冬の森
探検など
参加費

１人1,000円
募集期間 １月５日㈰〜２月２日㈰
国立那須甲子青少年自然の家
☎㊱2331

施

期日 ２月15日㈯
時間

▷開場 午後１時
▷開演 午後１時30分

会場 コミネス大ホール
入場料 無料
白一小器楽クラブ
☎㉓3240

大竹

国立那須甲子青少年自然
の家 冬のイベント案内
ホームページの申し込
みフォームに必要事項を

くらしの情報館

設

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

※年末年始（12月29日㈰〜１月３
日㈮）は休館します。
展示内容／会期
♢テーマ展「義秀文学と装丁」
♢１月26日㈰まで

会員の特典
♢中山義秀記念文学館の無料入館

年会費
個人2,000円／法人7,000円

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

展示内容
♢平常展示「白河の歴史と文化」
※年末年始（12月28日㈯〜１月４
日㈯）は休館します。
※１月13日㈷は開館し、翌日休館
します。

小峰城歴史館
郭内1-73

☎24-5050

開館時間 9:00〜16:30
休館日 月曜日
入館料 一般300円（250円）
小中高生・障がい者100円
（50円） ※（ ）は団体料金

展示内容
♢展示室１「小峰城ガイダンス展示
・小峰城ＶＲシアター」

♢展示室２・３「小峰城
入力のうえ、お申し込み
♢テーマ展「中山義秀の文学的業績」 の歴代城主と美術」
ください。
※年末年始（12月28日
♢１月31日㈮〜３月22日㈰
㈯〜１月４日㈯）は休館
《第３回なすかしの森ファミリーチャレンジ 《中山義秀顕彰会 会員募集》
します。
〜思いっきり雪遊び！家族の絆を深めよう〜》
中山義秀顕彰会は、中山義秀記念
期日 ２月１日㈯〜２日㈰（一泊） 文学館の開館を記念し、偉大な功績
※１月13日㈷は開館し、
対象 幼児または小中学生の子ど
翌日休館します。
を残した芥川賞作家・中山義秀を顕
もを含む家族
彰していくため、平成５年に創設さ
刀 無銘（名物横須賀江）
内容

そり遊びやスノーシューで

展示内容／会期

れました。

（小峰城歴史館蔵）
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