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今月の題字の色は浪
江町の「おおぼりそ
うまやき」
（ ふくしま
のいろ）だワン！

▲写真提供
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特集

今月号の表紙

令和２年始動

年頭のごあいさつ

明けましておめでとう
ございます。新年最初の
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お知らせ

白河だるま市
第１回芭蕉白河の関俳句賞表彰式・講演会

１枚は、南湖の日の出。
ほか

皆さまにとって輝かしい
一年でありますように。

08

トピックス

観光PR動画完成・小峰城「御城印」販売開始
白河駅前イルミネーション点灯式 ほか

「広報しらかわ」は、 《市ホームページ》
市ホームページやス
マートフォンアプリ
（マチイロ）でもご
覧になれます。

《マチイロ》

《フェイスブック》

本年も広報しらかわをよ
ろしくお願いします。

「広報しらかわ」は、環境にやさ
しい再生紙と植物油インキ、見
やすさに配慮したUDフォント、
ふくしまの伝統色事業「ふくし
まのいろ」を使用しています。

鈴木 秀 一氏

白河市議会議長

白河市長

菅 原修一

鈴木和夫

あけましておめでとうございます︒
市民の皆様におかれましては︑健やかに新年をお迎えのこととお
慶び申し上げます︒
昨 年 を 振 り 返 り ま す と︑ 月 に 東 日 本 を 縦 断 し た 台 風 号 に よ
り︑ 名の尊い命が犠牲となり︑家屋の全半壊や浸水︑農地の冠水
や土砂崩れ︑橋梁の崩落など大きな被害が発生しました︒改めて︑
被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げますとともに︑今後と
も︑国や県と連携しながら︑一日も早い生活再建に向け︑復旧を最
優先に全力で取り組んでまいります︒
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一方で︑サッカー女子ワールドカップでの遠藤純選手の活躍や︑
白河第一小学校器楽クラブの 年連続での文部科学大臣賞受賞は︑
市民に感動と元気を与えてくれました︒
月には︑東日本大震災において崩落した小峰城の石垣が伝統工
法により美しい姿を取り戻し︑ガイダンス施設としてオープンした
歴史館も好評を博すなど︑本市のシンボルである小峰城の魅力はさ
らに高まったと感じております︒
また︑病児保育施設の開設や学校司書の全校配置など︑子育て・
教育環境の充実に加えて︑国内最大規模の完全人工光型植物工場が
竣工︑本市を南北に貫く国道２９４号白河バイパスの整備もトンネ
ル掘削工事が始まるなど︑順調に進んでおります︒
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昨年を顧みますと︑元号が平成から令和へと改元され︑新たな時
代の幕開けとなりました︒一方︑全国各地で自然災害が猛威を振る
い︑本市も台風 号により河川の氾濫や土砂災害など甚大な被害を
受け︑尊い人命も犠牲となりました︒改めまして被災されました皆
様に心よりお見舞い申し上げます︒

新年おめでとうございます︒
皆様には︑希望に満ちた輝かしい令和２年の初春をお迎えられま
したこと︑心からお慶び申し上げます︒

この一年が皆様にとりまして素晴らしい年となりますよう心から
ご祈念申し上げ︑年頭のあいさつとさせていただきます︒

﹁和の心を大事にする﹂との思いが込められている﹁令和﹂の時
代に︑市民の皆様が心の豊かさを実感し︑誇りと愛着が感じられる
白河市の実現に向け︑地域資源を最大限に生かし︑調和のあるまち
づくりを進めてまいります︒

4

議会は︑昨年７月の改選から︑議員定数を２名減とする 名の新
体制でスタートいたしました︒６名の新人議員が加わり自由闊達な
議論を行うとともに︑引き続き︑議会だよりの発行やインターネッ
トによる議会ライブ中継および録画配信を行うなど︑市民に開かれ
た議会運営に努めております︒

さて︑地方自治体を取り巻く環境は︑人口減少や少子高齢化対策︑
地域防災力の強化など︑様々な課題に直面しておりますが︑安全安
心な生活を営める持続可能な地域社会を実現するため︑二元代表制
の一翼を担う議会の果たす役割と責任は一層重要となっております︒
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結びに︑新しい年が皆様にとって︑素晴らしい一年となりますこ
とを心からご祈念申し上げ︑新年のあいさつといたします︒

私たち議員一人ひとりもその使命と責任を果たし︑一丸となって
市民の皆様の信頼と付託に応えられるよう︑そして︑市民福祉の向
上と地域社会の活力ある発展のために全力を尽くしてまいります︒

いつの時代も︑ふるさとの将来に夢や希望を持ち︑誇るべき郷土
への熱い思いを持つ先人によって﹁しらかわ﹂の明るい未来の道が
切り拓かれてまいりました︒

24

市民の皆様とともに調和のある
まちづくりを進めてまいります
市民参加による魅力あふれる
まちづくりに取り組んでまいります
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年頭のごあいさつ
令和２年始動

Information
お知らせ

イベント
Event

第１回芭蕉白河の関俳句賞
表彰式・講演会

トピックス
ラウンジ
ヨリミチ
高齢者サロン
︵高校生執筆︶

《表彰式》
日 時 令和２年１月18日㈯／午後１時から
会 場 コミネス小ホール
選 者 ▷一般の部
鈴木太郎氏（「雲取」主宰）
佐怒賀直美氏（「橘」主宰）
▷ジュニアの部
神野紗希氏（現代俳句協会青年部長）
《記念講演会》
日 時 令和２年１月18日㈯／午後１時45分から
会 場 コミネス小ホール
講 師 俳人 神野紗希氏
演 題 「365日、575」
入場料 無料（定員300人程度）※先着順

本庁舎文化振興課 内2387
江戸時代の俳人・松尾芭蕉が白河の地を訪れてから
330年の節目にあわせ「芭蕉白河の関俳句賞」を創設
し、歌枕「白河」をテーマに全国から俳句を募集しま
した。
この度、応募総数5,307句の中から、受賞作品が決
まりましたので、表彰式を開催します。また、第１回
開催記念として、俳人の神野紗希氏による記念講演会
を同時開催します。
入場無料、事前申し込みも不要ですので、ぜひお越
しください。

白河だるま市

２/11
（祝）

会場
時間

天神町・中町・本町
午前９時〜午後７時

JA夢みなみしらかわ
厚生病院･白河病院

受賞作品発表！

小滝 威

くらしの
情報館

たくさんのご応募ありがとうございました︒

栃木県大田原市

鈴木 加恋

保健

石橋 林石

子育て

南相馬市

白河中央中３年

シリーズ

入選作品は市ホームページをご覧ください︒

ジュニアの部

りぶらん

コミネス
駐車場

合同庁舎

JRA
ウインズ新白河
楽しみ
だ
ワン！

交通規制 午前６時〜午後９時
臨時駐車場 中央中・県白河合同庁舎・白河
厚生総合病院・白河病院・ＪＲＡ
ウインズ新白河・白河信用金庫
西支店・JA夢みなみしらかわ・
旧双葉町避難者住宅・コミネス
シャトルバス ＪＲ白河駅〜 JA夢みなみしらか
わ正面入り口

ジュニアの部

ジュニアの部

休日当番医・
無料相談ほか

須賀川市

茨城県筑西市

須賀川市

加藤 征子

宮川 礼子

石山 たま江

西村 七虹

大和田 富美

白一小６年

西野 修生

福島市

白河南中３年
広報しらかわ

2020. １（Ｒ２)

中央中

白河信用
金庫
西支店

※当日は市循環バス・福島交通のバス路線
が変更になります。また、渋滞でバス発
着が遅れる場合があります。詳しくは、
各事業所にお問い合わせください。
♢Ｊ
Ｒバス関東白河支店（☎㉔0489）
♢福島交通白河営業所（☎㉓3151）
白河まつり振興会（白河観光物産協会内）
☎㉒1147
▶昭和42年頃の白河だるま市
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旧双葉町
避難者住宅

《どんど焼き》
会場・時間
①天神神社（中央公民館北側）
午前８時〜午後４時
②本町地内（東邦・大東銀行白河支店南側）
午前８時〜午後３時

お知らせ
お知らせ

眠っている空き家・実家を活用しませんか？

お知らせ
News

トピックス

空き家セミナーを
開催します

まちづくり推進課（表郷庁舎内） 内2744

ラウンジ
ヨリミチ
高齢者サロン
︵高校生執筆︶

空き家・実家の今後について、どうしたらいいか
分からなく、悩んでいる方も多いのではないでしょ
うか？空き家専門家によるセミナーを開催しますの
で、ぜひご参加ください。
※事前に申し込みが必要です。
日 時 ２月29日㈯／午後１時30分〜（２時間程度）
会 場 市立図書館りぶらん地域交流会議室
講 師 創造系不動産㈱代表取締役 高橋寿太郎氏

りぶらん

《こんな方はぜひご参加ください》
◇親の住んでいた実家が空き家になった
◇相続した空き家を有効活用したい
◇空き家のリフォームを検討している
◇子どもたちは東京に住んでいて、自
分たちが住んでいる家は、将来空き
家になる予定
◇管理が大変になったので、空き家を
手放したい

運転免許証を自主返納した方へ

お知らせ
News

マイナンバーカードの
申請を支援します
本庁舎市民課

内2191

運転免許証を自主返納した方に、マイナンバーカ
ードの申請に使用する顔写真を無料で撮影し、申請
書作成のお手伝いをします。
申込先 本庁舎市民課、各庁舎地域振興課
必要なもの
本人確認書類、運転免許証返納の際に警察署から
交付される「申請による運転免許の取消通知書」ま
たは「運転経歴証明書」
《あると便利！マイナンバーカード》
今後、健康保険証などさまざまな利活用方法が計
画されています。まだお持ちでない方は、この機会
にぜひ申請してください。
◇公的な身分証明書として利用できます
◇確定申告など、インターネットからの申請の際に
電子証明書として利用できます
◇住民票・戸籍・印鑑登録などの証明書を、全国の
コンビニなどに設置している端末で取得できます

シリーズ
子育て

イベント
Event

第25回中山義秀文学賞
贈呈式・受賞記念講演会

中山義秀顕彰会（中山義秀記念文学館内）☎㊻3614
保健
くらしの
情報館
休日当番医・
無料相談ほか

第25回中山義秀文学賞が河 治 和 香 さんの『がいな
もん 松浦武四郎一代』に決定し、贈呈式と記念講演
会を開催します。皆さんのご来場をお待ちしています。
日 時 ２月１日㈯／午後１時30分から
会 場 市立図書館りぶらん多目的ホール
入場料 無料
※事前に電話・FAX（㊻3702）
・窓口のいずれかの方
法でお申し込みが必要です。
内 容
▷贈呈式
賞金100万円・大信産コシヒカリ１俵な
どを贈呈
▷記念講演会 「手八丁！足八丁！〜<北海道の名付け親＞
松浦武四郎の知られざる横顔〜」
▷サイン会
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雪 の 季節 になりました

《河治和香さんの紹介》
東京・柴又生まれ。日本映画監督
協会に勤務する傍ら、江戸風俗研究
家の三谷一馬氏に師事しました。
ほかに『どぜう屋助七』
『 国芳一
、
門浮世絵草紙』シリーズ、
『紋ちらし
のお玉』シリーズがあります。
《受賞歴》
第２回小学館文庫小説賞
『秋の金魚』
（2003年）
《受賞作の紹介
『がいなもん 松浦武四郎一代』》
明治時代、蝦夷地が「北海道」
になった時、最初は「北加伊道」
という古いアイヌ語の表記でし
た。提案したのが幕末の探検家、
松浦武四郎です。蝦夷地の地図
を作り、稀代のコレクターとし
て知られる松浦武四郎の生涯を
描いた一代記です。

除雪作業にご協力ください
道路河川課（表郷庁舎内）

内2275

市では、冬の期間も皆さんが安心して生活できるよ
う、市道の除雪を行っています。
除雪作業には、皆さんの協力が
欠かせません。除雪作業をスムー
ズに進めるため、ご協力をお願い
します。
《道路の除雪》
路上駐車は絶対にやめましょう
除雪作業の効率が悪くなり、渋滞の原因になるなど、
多くの人の迷惑になります。
除雪中の作業車には絶対に近づかないでください
除雪作業後の路面は大変滑りやすく危険です。また、
追い越しをする場合は、除雪車が完全に停止してか
らにしましょう。
道路へ雪を出さないようにしましょう
道路へ雪を押し出すと、車が乗り上げてハンドルを
取られるなど、交通事故の原因になり危険です。
家の入り口や玄関先に残った雪は、ご家庭で除雪を
お願いします
除雪車が通った後は、玄関先に雪が残ってしまいま
すので、残った雪の除雪にご協力をお願いします。

《歩道の除雪》
地域内の生活道路や歩道の除雪は、
町内会・消防団・商店会など、各地区
での除雪作業にご協力をお願いします。
本庁舎生活防災課 内2166
《通学路の除雪》
通学路の除雪は、各学校ごとに作成する「除雪
マニュアル」に基づいて実施します。
PTAや町内会のご協力をお願いします。
本庁舎学校教育課 内2361・2366

※除雪の疑問にお答えする冊子を作成し
ています。詳しくは、市ホームページ
をご覧ください。

農業用ハウスの雪害対策
農政課（表郷庁舎内）

内2225

農業用パイプハウスなどへの被害
を防ぐため、対策をお願いします。
《除雪作業の安全確保》
除雪作業を行う際は、人命優先です。安全を確保し
たうえで、複数人で行いましょう。また、加温のため
ハウス内に家庭用暖房器などを持ち込む場合は、火災
や一酸化炭素中毒に注意しましょう。
《被害防止のための事前対策》
冬期間に使用しないハウスのビニールは撤去しまし
ょう。また、パイプハウスの補強対策として、筋交い
直管や中柱（仮支柱）などを設置しましょう。

歩行型除雪機による事故の防止
除雪機安全協議会（（一社）日本農業機械工業会内）
☎03-3433-0415
雪のシーズンになると、除雪機
による事故が多発します。使用す
る際は、次の点に注意して操作し
ましょう。
作業を行う前に、必ず取扱説明
書をよく読んで、正しい使い方を理解しましょう。
雪詰まりを取り除く時は、必ずエンジンを停止し、
回転部（オーガ、ブロア）が完全に停止してから、
雪かき棒を使って行いましょう。
回転部に近づく時は、必ずエンジンを停止し、回転
部が完全に停止してから作業を行いましょう。
後進時は、転倒したり挟まれたりしないよう、足元
や後方の障害物に十分注意しましょう。
除雪作業中は、雪を飛ばす方向に人・車・建物がな
いか確認しましょう。また、除雪機の周りには絶対
に人を近づけないようにしましょう。
安全装置が正しく作動しない状態で使用しないよう
にしましょう。また、安全装置を意図的に解除した
り、故障を放置したままで使用したりしないように
しましょう。
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白河駅前イルミネーション点灯式
白河駅前イベント広場 ほか

ひかり輝くイルミネーション

トピックス
ラウンジ

市内の学校や企業などによって製作されたペット
ボトルツリーのほか、ショベルカーや街路樹に飾ら
れたLED電球の明かりが灯されました。また、会場
では温かい鍋や甘酒が振る舞われました。
イルミネーションは１月31日㈮まで、毎日午後
５時から午前０時まで点灯します。
ペットボトルツリー表彰式が行われました

ヨリミチ
高齢者サロン
︵高校生執筆︶

《小学校の部（教育長賞）》
▷金賞 関辺小 ▷銀賞 白四小
《中・高校の部（白河市長賞）》
▷金賞 白河高校 ▷銀賞 東北中
《幼稚園の部（県南地方振興局長賞）》
認定こども園ぼだい樹 白河幼稚園
認定こども園ぼだい樹西こども園 西幼稚園
《企業・団体の部（白河商工会議所会頭賞）》
▷金賞 和楽久ひまわり ▷銀賞 城南
《特別賞（白河商工会議所青年部会長賞）》
白二小、みさか小

11/15

プロモーション動画が完成！
市役所本庁舎

しらかわエリアの魅力が満載！
県南９市町村を舞台にした動画の完成発表会が行
われました。鈴木市長のほか、出演するダルライザ
ーの和知健明氏、書家の根本みき氏や、監督の島田
毅氏が作品への思いや見どころなどを紹介しました。
動画には俳優の板橋駿谷氏も出演し、松尾芭蕉が
忍者だったという設定で、各地を巡ります。

◀動画はショート版とフルスケール版があります。
市公式YouTubeで配信していますので、ぜひ
ご覧ください！

白河小峰城の「御城印」が完成しました！

りぶらん

小峰城の魅力をより多くの方に感
じてもらうため、根本さん揮毫によ
る城名の背後に、歴代城主の家紋を
あしらった御城印を作りました。二
ノ丸茶屋にて１枚200円で販売中！
二ノ丸茶屋☎㉔0275

すてきな写真を撮って応募してみませんか？
シリーズ
子育て

フェイスブックなどのSNSに「＃白河駅前イルミ
ネーション2019」とハッシュタグを付けて投稿する
と、入賞者に旅行券などを進呈するフォトコンテス
トを開催しています（郵送での応募も可能）。
応募期間 １月31日㈮／午後５時まで

保健

白河市中心市街地活性化協議会事務局
（白河商工会議所内）☎㉓3101
「白河まちなか情報局」公式フェイスブック▶

くらしの
情報館

11/30

男女共同参画講演会
市立図書館りぶらん

休日当番医・
無料相談ほか

「喜んで生きる」というテーマで、元小学校校
長で音楽指導者の芳賀徳也氏が講演しました。
リズム遊びや笑いを交えて、自身のエピソード
を話した後、男女の脳の違いなどを解説し、相手
の望みを叶えると自分の喜びにつながることや、
信じる心と許す心を持つこと、今幸せの中にいる
と気付くことが大切であると語りかけました。
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11/23

天狗山山開き
天狗山（表郷番沢）

福島百名山の天狗山（標高625.5ｍ）で、日本
一遅い山開きが行われました。10月に市内を襲
った台風19号によって登山道も甚大な被害を受
けましたが、おもてごう里山クラブの皆さんが登
山コースを整備し、今年も色鮮やかな景色を楽し
むことができました。下山後には豚汁が振る舞わ
れ、参加者の体を温めました。

11/22

MGCファーミックス棟竣工式
QOLイノベーションセンター白河（豊地）

三菱ガス化学㈱が「ＱＯＬイノベーションセンタ
ー白河」に整備していた完全人工光型植物工場が完
成し、竣工式が行われました。
完全人工光型植物工場は、従来の畑地栽培やハウ
ス栽培とは異なり、施設内で植物の生長に必要な光
や温湿度、水分などの環境条件を制御しながら、常
に最適な生育環境で植物を栽培する施設です。今回
完成した工場は、国内最大規模を誇り、１日あたり
リーフレタス換算で約３万２千株の収穫が可能です。

▲LED照明を使用した栽培施設と葉物野菜

式では、同社の藤井政志社長が「白河市の事業所
として一大拠点を築き、地域雇用も含めて地元に貢
献していきたい」と話し、同社の倉井敏磨会長、内
堀雅雄知事、鈴木和夫市長など関係者らがテープカ
ットを行い、新たな農業拠点の誕生を祝いました。
今後は、同社と㈱ファームシップが共同で設立し
たMGCファーミックス㈱が工場を運営し、４月頃
までに、約130人のパートを雇用する予定です。ま
た、農産物の安全性などに関する国際認証「グロー
バルGAP」の早期取得に向けた活動を開始するな
ど、安全安心にこだわった生産・販売を行い、福島
県の発展・活性化にも貢献していく方針です。

広報しらかわ 2020. １（Ｒ2)

8

ラウンジ

旬な話題をお届けします！
表会
第32回公民館発

お知らせ

行政情報ピックアップ

魅力ある景観に向けて取り組んでいます
トピックス

都市計画課（表郷庁舎内） 内2288

３回れきしら解説講座

２日目・３日目
一緒に学習した大学生にアドバイスをもらいなが
ら、班ごとにレポートを作成しました。

■景観学習事業を開催しました

ラウンジ
ヨリミチ

︵高校生執筆︶

景観に対する関心と良好な景観形成への意識を育
み、身近に存在する地域の魅力に気付く力や、それ
を生かす力を養うため、市内の２校で景観学習事業
を開催しました。
白一小の６年生と釜子小の４年生が、身近にある
景観から、好きな場所や改善した方がいい場所を発
見し、自分たちのまちを新たな視点で学びました。

高齢者サロン

１日目

ひろばクリスマス会
作成したレポートを基に発表しました。

頭献血キャンペーン
冬期街頭

景観についての講義後、市街地に出て写真を撮り、
ノートに記録しました。

りぶらん
シリーズ
子育て
保健

話題レポート

「介護相談員」をご存知ですか？
くらしの
情報館

本庁舎高齢福祉課 内2724

■介護相談員派遣事業とは

休日当番医・
無料相談ほか

介護サービスを提供している施設や事業所に介護
相談員を派遣する事業です。市では、家族介護の経
験や高齢者保健福祉の知識がある方など、13人を
介護相談員に委嘱し、２人１組で市内の42施設を
訪問しています。
介護相談員は、利用者の悩みや不安が「行き違い
や連絡不足によるものなのか」
「介護サービスの改善
に関わるものなのか」などを見極め、整理します。
そのうえで、施設の職員と意見交換を行い、利用者
により良い介護サービスを提供できるよう活動して
います。
施設や事業所で利用者の要望・疑問を調整するこ
とは、サービスの改善点を探る手掛かりとなり、質
の向上にもつながります。
介護サービスを受ける市民の皆さんが、介護サー
ビスの質に不満を抱くことなく、また、安心してよ
り良いサービスを受けることができるよう、活動し
ていきます。
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私たちが訪問します！

宝くじまちの音楽会
南こうせつ with ウー・ファン
〜心のうたコンサート〜

白河・会津街道「歴史の道百選」に選定

▲再現された道標と古道の道筋（女石）
▲（左から）鈴木照子さん、高久早苗さん、鈴木美登里さん、
佐藤和子さん

VOICE
介護サービス利用者の話を傾聴し、客観的な目線で
利用者・事業所・行政の橋渡し役となるよう心掛け
ています。

11月29日、コミネスで宝
くじの助成によるコンサート
が行われました。元かぐや姫
の南こうせつさんと中国古筝
奏者のウー・ファンさんが出
演し『神田川』
『妹』などを演
奏、観客は往年の名曲に耳を傾けました。また、コ
ミネス混声合唱団と一緒に『故郷』
『おかえりの唄』
を合唱し、会場は大いに盛り上がりました。

「歴史の道」は、歴史・文化的に重要な古道や交
通関係遺跡の保存・活用などに向け、文化庁が選定
しています。白河・会津街道は、会津若松城下から
白河城下の奧州街道分岐点に至る約66km。豊臣秀
吉による奥羽仕置で伊達政宗が工事を担当し、道や
宿駅が整備されました。江戸時代に入り会津藩主に
よる行路の変更・改修を経て、会津・越後方面と江
戸を結ぶ交通路として、参勤交代や物資輸送などに
利用されました。
広報しらかわ 2020. １（R2)
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ヨリミチ／高齢者あったか広場

旬な話題をお届けします！

お知らせ

輝きの記録

白河の高校生が取材執筆！

「南湖団子」
ヨリミチ
高齢者サロン
りぶらん

自家製さらしあん、ザラメ、塩、水
あめで作るこしあん／団子は小粒、
つまようじでつつきながら食べる

▲「花月」は南湖で最も古い茶屋の
ひとつで、写真は明治時代のもの

営業時間が朝９時から日暮れま
でという「花月」。創業当時から
変わらない味の「南湖団子」がオ
ススメです。甘党でなくても食べ
られるあんこが特徴。ツヤ出しに
水あめが練り込まれていて、見た
目もバツグン！毎朝７時から作っ
ているもちもちのお団子とぴった
りです。
４代目の増子伊勢子さんによる
と、昔は高校生もよく南湖に来て
いたそうです。最近は、遠足や写
生で訪れる学生は少なくなり、代
わりに子ども連れのお客さんが増

えています。
「客層は変わったけど、
やっぱり高校生にも来てほしい」
とのこと。冬は銀世界にもなる南
湖公園で、温かいお茶とお団子で
一服してはどうでしょうか？

南湖だんご 花月

◀裏庭編集部のホームページ
では、これまでの取材や活
動の様子を見ることができ
ます。

ぼんこちゃん

げんきのマメ知識

保健

お餅の食べ方、気をつけてっけ？

広報しらかわ

2020. １（R2)

《サロンから一言》
月１回のサロンですが、歌って声を出すことと、
軽い体操で体を動かすことに力を入れて、みんな元
気に楽しく活動しています。

ɨȸȰɇ
ȿɇࡃȝȥ
߫ȝɗȲɡȟɄ

休日当番医・
無料相談ほか

13

毎月第４金曜日
午前10時〜11時30分
昭和町自治会館（昭和町119-2）

ᅦ℔ȸȤɣ

くらしの
情報館

じいちゃん、ばあちゃん、あけましておめで
とう！お正月には「お餅」を食べることが多く
なるけど、気をつけて食べてっけ？気をつけな
いと、喉に詰まっちまうこともあんだよ。
お餅は小さく切って、ゆっくりよく噛んでか
ら飲み込むのが大事。お話に夢中に
なりながら食べたり、急いでいっぺ
んに口に入れたりしてはダメ。食べ
る前にお茶とか飲んで喉を潤してお
くのも大切なんだって。お正月を楽
しく過ごして、今年も元気でいてよ。

開催日
時 間
会 場

℔

問い合わせ先 本庁舎高齢福祉課 内2729

あったかセンター
あったかサロン昭和町

ɡȰĉ
ज़ɚȸĉ

子育て

あったか広場

（帝京安積高３年）

▲この日は、郡山ヤクルト販売㈱の方から、健康と腸内環境につ
いてお話しいただきました。

※開催日時などは変更になる場合があります。
詳しくは、お問い合わせください。

「全国梅酒品評会2019」銀賞
11月20日、千駒酒造㈱代表
取締役社長の櫻井慶さんが、受
賞報告に訪れました。
同社の「プレミアムうめ酒」
は、ベース混合梅酒部門で、外
観・香り・味・バランスが卓越
した梅酒に贈られる銀賞を受賞
しました。
▲（左から）櫻井慶代表取締役社長、
陳野哲也営業部長

各地域の
高齢者サロンを
紹介します！

ț

シリーズ

Vol.10

広瀬 未和さん、白井 晴加さん

受賞おめでとうございます

所 在 地 ：白河市南湖２
電
話 ：0248-23-3377
営業時間 ：午前９時〜日没
定 休 日 ：不定休

サロン紹介No. ９

高齢者

（左から）

（今回のお店）

ʝ˃ʪɇʘ→ˊʤ˂ॳɫ
ຽಫɀȦɗȲɡȟɄ
ȣݸઽɫȝ℔Ɋȝఌɒɥ
ɗȲɡȟɄ
țɁῸ
ޅɫ
༶℔ȿ
ɛɢȡɗȲɡȟɄ
țῙ၆ࣄɇૡɛȣࡃȝ
ȰȸၪȥȝȝɒɃῸ
ȬȹɄȝ℔ɓῸ
ɃȱℸȲ℔ɓ

︵高校生執筆︶

あんこDATA

【11月24日／大阪市】

ȡ℔ɁῸ

ラウンジ

第８回

第32回全日本マーチングコンテスト出場

Ƀɬȿ
ȣࡃȝȲ℔ɓ

トピックス

高校生ライターが活動する
「裏庭編集部」
は、コミュ
出 団体
ニティ・カフェEMANONを
張 拠点に、高校生の視点から白
版 河の魅力を探し、紹介してい
ます。
この連載では
「あんこ」のお
問い合わせ先 裏庭編集部 菓子がいっぱいの城下町・白
（コミュニティ・カフェ EMANON内） 河で、その魅力やこだわりを
紹介していきます。
白河市本町９ ☎ 4067

白河 今日のあんこ

ラウンジ

法務大臣表彰
11月29日、保護司の安 部 か
よ子さんが、受賞報告に訪れま
した。
20年以上にわたり、保護司
として更生保護活動に尽力して
いることが評価されたものです。

令和元年度中学生の「税についての作文」入選
◇福島県知事賞

渡邉 有陽さん（東北中３年）

◇福島県県南地方振興局長賞
◇白河税務署長賞

石井 沙彩さん（白二中３年）

菊地 太陽さん（白二中３年）

◇（一社）福島県法人会連合会会長賞
◇白河税務署管内青色申告会会長賞
こだに欲ったかりで神様もびっくりだべ

◇東北税理士会白河支部支部長賞

鈴木 葉月さん（白二中３年）

志田 悠斗さん（中央中３年）
鈴木 優さん（東北中３年）

広報しらかわ 2020. １（R2)
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お気に入りの作品を見つけよう！
お知らせ

out
All ab etown
m
my ho

トピックス

信
通
T
L
A
SEIJIN SHIKI (The Coming of Age Ceremony)

ラウンジ
ヨリミチ
高齢者サロン
︵高校生執筆︶

In Japan, the age of becoming an adult is 20. The second Monday
in January is a national holiday known as "Coming of Age Day"
and the coming of age ceremony is held in each municipality to
celebrate new adults. It's a ritual that a representative presents
their goals and the mayor of the city gives a speech. Normally, the
new adults attend the ceremony in their hometown.
At the ceremony hall, you can see men in suits and women
wearing a gorgeous kimono called a "Furisode".

子育て
保健

墨書「二十弐人」

墨書や刻印のある石
材も、記録を取った後
に、できる限り元の位
置に戻しました。
石垣修復で使用でき
なかった石材の一部を、
小峰城歴史館に展示し
ています。

Be excellent to each other.
（よろしく！※直訳すると「お互いに良くいましょう」）
♢とてもカジュアルな言い方です。

右の刻印の拓本

お正月や新年会など、家族や仲間と
集まる機会が多い季節。パーティー・
宴会を盛り上げるゲームや手品、おも
てなし料理など「宴」を楽しむための
本を集めました。

大人向け
うたげ

宴

No worries.（心配するな／気にするな）
♢"Don't worry."よりもカッコいい言い方です。

雪だるまにかまくらなど、冬は雪遊
びにわくわくする季節。思いっきり外
で遊んだあとは、ぬくぬくお家で温ま
ろう！冬に関することや、ほっと温か
くなる絵本・読み物を集めました。

子ども向け
ぬくぬくで
わくわくな

たのしい冬

《一般図書》
ZENOBIA ゼノビア
文

モーテン・デュアー／絵

ラース・ホーネマン

シリア内戦と難民問題。遠く離れた日
本でも、その状況は報道機関を通して知
ることができました。
内戦に巻き込まれた人々の視点で描か
れた本作は、コミックだからこそできる
表現で、戦争の悲惨さ・命の尊さを教え
てくれます。

ー災害復旧で分かったことー
⑩石材カルテの作成２

休日当番医・
無料相談ほか

文化財課☎㉗２３１０

くらしの
情報館

石垣復旧メモ

《資料寄贈のお願い》
東日本大震災発生直後から１年間の福島民報新聞を探して
います。寄贈いただける場合は、りぶらんにご連絡ください。
※12月・１月共通

小峰城の石垣

シリーズ

朱書き「㋥」

会場

《図書館講座 〜出張「がん相談」＆「特別講演会」〜》
日時 １月25日㈯／午後１時30分から
会場 りぶらん地域交流会議室 中会議室１・２
定員 50人
受講料 無料
申し込み・問い合わせ先
県立医科大学附属病院 臨床腫瘍センター☎024-547-1088

英語でひとこと！

石垣の築石が持つさまざまな 採取や石積みに関係するものと
情報を将来に伝えていくために 考えられ︑貴重な情報と言えま
作成した︑約１万３千枚の石材 す︒
カルテの中から︑今回は︑石材
に残る文字や記号について紹介
します︒
文字や記号には︑墨で書かれ
た も の︵ 墨 書 ︶︑ 朱 書 き さ れ た
もの︑工具で刻まれたもの︵刻
印︶があります︒
墨 書 や 朱 書 き は﹁ 二 十 弐 人 ﹂
や﹁拾八人﹂などの人数︑﹁レ﹂
﹁卍﹂﹁㊀﹂﹁㊁﹂などの記号が多
く確認されています︒
刻印では﹁＋﹂﹁〇﹂﹁ ﹂など
の記号や複雑な模様︵下の写真︶
も見つかっています︒
これらの文字や記号の意味は
明らかではありませんが︑人数
などの記載は︑江戸時代の石材

りぶらん

日本の成人年齢は20歳です。１月の第２月曜日は「成人の日」とい
う祝日で、各市町村で成人式が執り行われます。成人式では、新成人代
表が誓いのことばを述べたり、首長が式辞を述べたりします。通常、新
成人は出身地の成人式に出席します。
会場では、スーツ姿の男性や、きらびやかな振り袖に身を包んだ女性
などを見ることができます。

はじめまして！私は、
８月にカナダのトロント
から来ました。難しいこ
とにチャレンジしたいと
日本語の勉強を始めて３
年、初めての一人暮らし
が白河になるとは想像も
ウィリアム・
しませんでした。
コジークロナス先生（カナダ）
音楽が好きなので、現
在「大信こだま太鼓」に参加し、週１回の練習
を続けています。とても難しく、手はマメだら
けですが、皆さんの前で演奏するのが楽しいで
す。どうぞ、よろしくお願いします。

難しい数式はまったくわかりませんが、

微分積分を教えてください！
たくみ

教育系YouTuberの著者が、数学の面
白さを分かりやすく教えてくれる一冊。
根っからの文系である生徒との会話形
式で講義が進むので、苦手意識のある人
もすらすら読めます。ティーンズコーナ
ーにあります。

刻印

《児童図書》
とんでいった ふうせんは
文

ジェシー・オリベロス／絵

ダナ・ウルエコッテ

おじいちゃんは、僕よりもたくさんの
思い出がつまった風船を持っている。色
とりどりの思い出をおじいちゃんは話し
てくれるけど…。
記憶が思い出せなくなることを風船が
飛んでいくことで表現した、家族の絆を
描いた絵本です。
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市立図書館りぶらん
時間

１ 12 日

月 13 祝 休館（表郷・東）
14 火 休館（全館）
15 水 ▷大人向け上映会『あぶない刑事』
りぶらん
18:00〜19:40
▷ちびっこおはなしのくに
16 木
りぶらん
11:00〜11:20
17 金
▷子ども向け上映会『がんばれ！
ルルロロ〜しあわせのおやつ〜』
11:30〜12:00
18 土 りぶらん
▷大人向け上映会『あぶない刑事』
りぶらん
13:30〜15:10
19 日
休館（りぶらん・大信）
20 月
▷おはなし会
東
10:30〜
21 火 休館（表郷・東）
22 水
23 木
24 金
▷おはなし会
25 土
りぶらん
10:30〜11:00
26 日
27 月 休館（りぶらん・大信）
28 火 休館（表郷・東）
29 水
30 木
31 金 休館（東）
２ １ 土 休館（大信）
月 ２ 日
３ 月 休館（りぶらん・大信）
４ 火 休館（表郷・東）
５ 水 休館（りぶらん・表郷・大信）
▷ちびっこおはなしのくに
６ 木
りぶらん
11:00〜11:20
７ 金
▷おはなし会
８ 土
りぶらん
10:30〜11:00
9 日
10 月 休館（りぶらん・大信）
11 祝 休館（表郷・東）
12 水 休館（表郷・大信・東）
【各図書館の問い合わせ先／開館時間など】
■りぶらん
☎㉓3250／10:00〜20:00
※土・日・祝日は９:30〜18:00開館です。
♢ちびっこおはなしのくに（０歳〜３歳向け）
♢おはなし会（３歳〜小学生向け）
■表郷図書館 ☎㉜4784／10:00〜18:00
♢おはなし、よんで！（０歳〜小学校低学年向け）
※毎週水・土曜日に随時開催しています。
■大信図書館 ☎㊻3614／10:00〜18:00
※１月４日㈯は休館します。
■東図書館
☎㉞1130／10:00〜18:00
♢おはなし会（１歳〜３歳向け）
広報しらかわ 2020. １（Ｒ2)
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保健情報

皆さんの健康を応援します！

お知らせ

■インフルエンザの季節です

トピックス
ラウンジ
ヨリミチ
高齢者サロン
︵高校生執筆︶
りぶらん
シリーズ
子育て
保健

インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感
染して発症する病気で、38度以上の発熱・頭痛・
関節痛・筋肉痛など、全身の症状が突然現れます。
あわせて普通の風邪と同じように、のどの痛み・鼻
汁・せきなどの症状もみられます。
小児・未成年者は、インフルエンザの罹患により、
急に走り出す・部屋から飛び出そうとする・ウロウ
ロと歩き回るなどの異常行動を起こすおそれがあり
ます。自宅で療養する場合、治療開始後の少なくと
も２日間は、小児・未成年者をひとりにしないなど
の配慮が必要です。
また、高齢者や免疫力が低下している方は肺炎を
併発するなど、重症になることがあります。感染し
ないよう、日頃から予防を心掛けましょう。
《予防方法》
・こまめな手洗い
・バランスの取れた栄養摂取
・十分な休養
・適度な湿度の保持（40％〜60％）
・人ごみへの外出を控える
・予防接種を受ける
《発症してしまったら》
・マスクの着用
・適切な治療を受け、しっかり休養をとる
・発症後の５日間と、熱が下がってからの２日間は
自宅療養する
☆
「せきエチケット」で他の人にうつさない！
①マスクを着用する
②せきやくしゃみをする時はティッシュや腕の内側
などで口と鼻を覆い、顔を他の人に向けない
③鼻汁・痰を含んだティッシュはゴミ箱に捨てる
④手のひらでせきやくしゃみを受け止めた時は、す
ぐに手を洗う

くらしの
情報館

２ 月のいきいき健康チャレンジ相談会
実施日

時間

５日㈬

会場

９:30〜 東保健センター

対象年齢
40歳以上

健康増進課（中央保健センター）☎㉗2112

休日当番医・
無料相談ほか

71〜74歳

21日㈮

９:30〜 表郷保健センター

40歳以上

26日㈬

９:30〜 大信保健センター

40歳以上

【健康マイレージ対象】200ポイント
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ぽっかぽか

本庁舎こども支援課☎㉗2113

子育て情報

■小学６年生の塩分摂取量

■おじいちゃん、おばあちゃんは子育てサポーター

■二種混合（ジフテリア・破傷風）予防接種

市では、平成28年度から市民の皆さんの減塩を
応援する「へる塩プロジェクト」を行っています。
平成31年度・令和元年度には、市内小学６年生
の学校検診（尿検査）を利用して、塩分摂取量の分
析を行いました。

育児は、昔に比べると関連用品が充実し、情報も
多く便利になってきましたが、親が親として成長し
ていく大変さは、今も昔も同じです。そこで、子育
ての先輩である祖父母世代だからこそできる、子育
てサポーターとしての役割が期待されています。

乳幼児期の三種混合（ジフテリア・百日せき・破
傷風）予防接種で得られた免疫が低下する時期の小
学６年生を対象に、免疫を高めるため「二種混合予
防接種」を実施しています。
まだ接種していない方は、指定医療機関に予約の
うえ接種してください。費用はかかりません。
対象者 小学６年生（11歳以上13歳未満）
※昨年４月に予診票を配付しています。
実施場所 指定医療機関
※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。
持参する物 母子健康手帳・予診票
健康増進課（中央保健センター）☎㉗2112

《１日あたりの塩分摂取量》
男 児

女

児

年 齢

11歳

12歳

11〜12歳

本 市

6.8g

6.9g

6.8g

8.0g未満

7.0g未満

厚生労働省推奨量 6.5g未満

《尿検査とアンケート集計の結果》
小学６年生の児童の約半数が、塩分推奨量よ
り多く摂取している
減塩食品を利用しているなど、減塩意識の高
い家庭の児童は塩分摂取量が低い傾向
麺類のスープを半分以上飲む習慣のある児童
は塩分摂取量が高い傾向
塩分の取り過ぎは、将来の高血圧症の発症や動脈
硬化のリスクとなることがあり、子どもの頃から減
塩することは、将来の健康のためにとても大切です。
《減塩を成功させるコツ》
①ハム・ソーセージ・ちくわなどの
加工食品や、外食は控える
②食べ過ぎない
（減塩しても、食べ過ぎると効果はありません）
③しょう油は直接かけず、小皿にとって片面だけに
つける
④酸味や香辛料、昆布・かつお節など天然だしの旨
味を利用する
⑤めん類のスープは残す
⑥減塩商品（減塩しょう油・減塩
みそ）を利用する

12日㈬ 13:30〜 アナビースポーツプラザ 40〜70歳
17日㈪ 13:30〜 中央保健センター

白河っ子応援センター

《塩分測定器を貸し出し中です》
塩分測定器は、みそ汁などの塩分濃度が数値で表
示されます。自分が普段飲んでいるみそ汁の塩分濃
度を知り、減塩食生活に取り組みましょう。
詳しくは、中央保健センターまでお問い合わせく
ださい。

《今の子どもたちをめぐる環境》
時代の変化とともに、身の回りにはテ
レビ・ビデオに加えてスマートフォン・
パソコンなどのメディアがあふれています。
今、日本の子どもたちは、体を使った遊びをする
ことが減っており、日本小児科医会では「メディア
漬けの予防は乳幼児から！」と呼びかけています。
《サポートのポイント》
子育ての主役はパパ・ママですが、次のポイント
を参考に脇役としてサポートしましょう。
▷生活リズム
しっかり遊ぶと、ぐっすり眠り、よく食べるよう
になります。大人のペースに子どもを巻き込むので
はなく、子どもの生活リズムを大切にしましょう。
▷外遊び
外遊びや散歩は、体力・運動能力を
育て、五感を働かせて季節を感じるこ
とで、言葉の力や情緒の発達につなが
る豊かな経験となります。
▷お手伝い
子どものやりたがる気持ちを大切にし、お手伝い
をさせてあげましょう。子どもがやることを見守り、
待ってあげるゆとりが必要です。お手伝いを通して、
子どもの生活能力が身に付き、役立ち感が養えます。
《おじいちゃん、おばあちゃんにも知ってほしい
「ほめ上手！」テクニック》
大人の目から見たら当たり前でも、子どもにとっ
ては日々成長の毎日です。できたことを認めてもら
えることは、子どものやる気につながります。
▷ほめ上手ポイント
①今できていることをほめる！
②「いいな」と思ったその時にほめる！
③他の子どもと比べず、過去からの成長をほめる！
★ほめられる
↓
★認められた喜び
↓
★自信がつく
↓
★新たな意欲につながる

■しらかわ病児保育室をご利用ください
お子さんが風邪や胃腸炎などで保育園などを利用
できない時、仕事を休めない保護者に代わって病児
保育室の看護師・保育士がお子さんの体調を見守り
ます。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
利用時間 月〜金曜日／午前８時〜午後６時
※土・日・祝日・年末年始はお休みです。
※延長保育はありません。
対 象 白河市・西郷村・泉崎村・中島村・矢吹
町に住所がある１歳から12歳（小学６
年生）までの児童
定 員 １日につき６人まで
所在地 白河厚生総合病院の敷地内
（豊地上弥次郎）
料 金 １日あたり2,000円
申込先 しらかわ病児保育室☎㉑5833
※利用を希望する方
は、事前に「利用
登録申込書」の提
出が必要です。

成長に合わせた情報が届く！予防接種の記録ができる！ etc.

子育て支援アプリ『ぽっかぽか』
▼ダウンロードはこちら

ｉ
ｐｈｏｎｅ
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ｉ
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Living information
お知らせ

募

集

トピックス

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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Living information
お知らせ

案

内

トピックス

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

21

暮らしに役立つ情報をお届けします！
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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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休日救急医療当番医・無料相談
お知らせ

２

暮らしに役立つ情報をお届けします！

月の無料相談
種類

トピックス
ラウンジ
ヨリミチ
高齢者サロン
︵高校生執筆︶

開設日

時間

５日㈬
19日㈬

10:00 〜 12:00

12日㈬
26日㈬

13:00 〜 16:00

市民あったか
相談所

月〜金
曜日

８:30 〜 17:15

心の健康相談
（要予約）

14日㈮

13:30 〜 15:00

交通事故相談
（要予約）

18日㈫

心配ごと相談
認知症の人と
家族の会

弁護士法律相談
（要予約）

会場・問い合わせ先
市消費生活センター（本庁舎地下）
市消費生活センター☎㉒1133
（平日／午前９時〜午後５時）

まちかど

内容
多重債務、離婚・相続
問題などのトラブル、
被災者の抱える二重ロ
ーン問題の相談など

本庁舎生活防災課（１階）
本庁舎生活防災課内専用電話☎㉒1717

市行政等に関する相談

県南保健福祉事務所（郭内）
県南保健福祉事務所☎㉒5649

うつ状態、ひきこもり
などに関すること

９:00 〜 12:00
13:00 〜 16:00

県白河合同庁舎（昭和町）
県庁県政相談コーナー☎024-521-4281

損害賠償請求や示談の
仕方など

12日㈬
25日㈫

10:00 〜 12:00

中央老人福祉センター（北中川原）
市社会福祉協議会☎㉔4222

生計、家族に関するこ
となど

22日㈯

13:30 〜 15:30

中央老人福祉センター（北中川原）
同県南地区事務局☎ 2394

認知症本人と家族の相
談や話し合いなど

ハートコール相談専用電話
☎0800‑800‑1893（フリーダイヤル）

児童・生徒のいじめ等
に関する相談

ハートコール
月〜金
（いじめ等相談電話） 曜日

りぶらん

２

ほか

８:30 〜 17:15

善

月の休日救急医療当番医

診療日 診療科目

医療機関名

電話番号

意の窓

愛の基金

（11月受付分）

シリーズ

♥10万円

茨木 龍芳 様（年貢町）

２日㈰ 内科・外科 片倉内科胃腸科クリニック ㉗2770

♥10万円

双石 正義 様（双石）

♥３万円

小松 裕和 様（東深仁井田）

♥２万円

四季の会 代表 大髙 主計 様（中山東）

科 斎

須

歯

科

医

院 ㉜4347

子育て

小 児 科 み う ら 小 児 ク リ ニ ッ ク ㉘1001
９日㈰ 内科・外科 片 倉 医 院 産 科・ 婦 人 科 ㉓2459
歯

保健

森妙子歌謡音楽教室 様（東釜子）

小 児 科 わたなべ子どもクリニック ㉑2166

♥２万円

白河・西郷広域シルバー人材センター互助会 様

科 た ま ち 歯 科 医 院 ㊹4889

くらしの
情報館

小 児 科 白 河 厚 生 総 合 病 院 ㉒2211
16日㈰ 内科・外科 く に い 増 見 ク リ ニ ッ ク ㊻2258
歯

科 佐 久 間 歯 科 医 院 ㊹3118

休日当番医・
無料相談ほか

小 児 科 ね も と キ ッ ズ ク リ ニ ッ ク ㉑5623
23日㈷ 内科・外科 さかの整形外科クリニック ㉔5111
歯

科 佐

藤

歯

科

医

院 ㉓1184

小 児 科 樋 口 小 児 ク リ ニ ッ ク ㊷2040
24日㈪ 内科・外科 しらかわ腎泌尿器内科クリニック ㉔2311
歯

科 大 栄 歯 科 ク リ ニ ッ ク ㉒2833

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。

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

〈ふるさと文化振興基金〉
♥３万円

小林歌謡教室 様（栄町）

♥３万円

小笠原歌謡教室 様（西郷村）

２月15日㈯

時間

▷開場
▷開演

会場

施

午後１時
午後１時30分

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

がんばろう白河寄附金
♥200万円

三菱ガス化学㈱ 様（東京都千代田区）

♥100万円
♥20万円
♥20万円

富士工業㈱白河事業所 様（中島村）
とら美会 代表
とら食堂 店主 竹井 和之 様（双石）
新潟県三条市役所 様

♥10万円

㈱アゲイン・テック 様（浜松市）

♥75,000円 白河中央中学校昭和44年度卒業生一同

期日

様

♥５万円
大野南地区自治会連合会 様（相模原市）
♥30,857円 サンライズひがしフェスティバル・
りんごダーツの会 様
♥２万円
表郷レクリエーションクラブ 様（表郷番沢）

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）

♥12,500円 全国の皆さまからの送金２件

月の事業所献血

がんばろう白河義援金

対象 実施日

時間

実施事業所

所在地

♥20万円

13:00 〜 14:45 県白河合同庁舎

昭和町

♥30,556円 大信赤十字奉仕団 様

パナソニック㈱ＡＩ
Ｓ社
白
事 26日㈬ ９:40 〜 11:30 白河工場
業
西白河地方
所
15:30 〜 17:00
亀
クリーンセンター

23

〈小峰城城郭復元基金〉
♥３万円

歯

市
民

金勝寺ボランティア 佐藤 力 様

科 ひ ぐ ち 歯 科 ク リ ニ ッ ク ㉑5307

11日㈷ 内科・外科 か ね こ ク リ ニ ッ ク ㉔3111

２

♥５千円

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

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）
》

あたたかい善意をありがとうございました。

小 児 科 樋 口 小 児 ク リ ニ ッ ク ㊷2040

歯

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

くらしの情報館

広報しらかわ

2020. １（Ｒ2)

坂
石

（公財）全国友の会 様（東京都豊島区）

♥7,000円

倉澤 重秋 様 他３名 様（静岡市）

♥2,818円

匿名 様（窓口預かり）

♥500円

匿名 様（窓口募金箱）

♥393,554円

全国の皆さまからの送金19件

■広報しらかわ12月号22ページに誤りがありましたので、おわびして訂正します。
（正）小河原 洋一 様（中町） （誤）小河原 洋一 様（中田）

広報しらかわ 2020. １（Ｒ2)

22

広 報しらかわ 第
号

1
7
0

第５回 ハイスクール劇王
高校生短編演劇競技大会

問い合わせ先 コミネス☎㉓5300（火曜日休館）

ヴェルディ /歌劇『ラ・トラヴィアータ』 ２/ ９
（椿姫）全幕（日本語字幕付原語上演） [ 日 ]
《全国共同制作オペラ
（コミネス・金沢歌劇座・東京芸術劇場）》
海外での評価も高いクリエイター集団「ニブロ
ール」主宰、矢内原美邦の新演出による全く新し
い『ラ・トラヴィアータ』
（椿姫）を白河で初演！
スウェーデン・イェーテボリ歌劇場の音楽監督で
あるオペラ指揮のスペシャリスト、ヘンリク・シ
ェーファーを迎え、ヴィオレッタ役には、世界中
の歌劇場でタイトルロールを歌っているエヴァ・
メイが登場します。

編集・発行／白河市秘書広報課

時 間 開場 午後１時／開演 午後２時
会 場 コミネス大ホール
演出・振付 矢内原美邦（
「ニブロール」主宰）
出 演 ヘンリク・シェーファー（指揮）
オーケストラ・アンサンブル金沢（管弦楽）
エヴァ・メイ（ヴィオレッタ役）
宮里直樹（アルフレード役）
コミネス混声合唱団（合唱）
入場料 全席指定（税込み）S席8,000円／
A席6,000円／ B席5,000円／ C席3,000円
※好評発売中

▲ヘンリク・シェーファー ▲エヴァ・メイ

1/26
[日]

高校生が書き・演じ・演出する、しらかわ発祥
の高校演劇の祭典！審査員と観客の投票により選
ばれる「劇王」を目指して、それぞれのオリジナ
ル作品で競います。
時 間 開場 午後０時15分／開会 午後０時45分
会 場 コミネス小ホール
出 演 脚本の審査を通過した５チーム
入場料 前売り300円／当日500円（税込み）
※発売中

▲「劇王」には「優勝だるま」が贈られます

第４回 コミネス新春寄席

1/26
[日]

初笑いはコミネスから！話芸の数々、寄席の楽
しさを存分にご堪能ください。
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
出 演 柳家三三（落語）
六華亭遊花（東北弁落語）
ザ・ニュースペーパー（コント）
鼓風☆響（和太鼓と津軽三味線）
ほか
入場料 全席指定（税込み）
S席3,300円／ A席2,500円／
B席2,000円
※好評発売中
▲柳家三三

▲宮里直樹
Ⓒ深谷義宣 auraY2

印刷／㈲さとう総合印刷 令和２年

市の人口と世帯数（12月１日現在）

市営住宅の募集

男：29,590人
女：30,081人
計：59,671人（−１）
世帯数：23,415世帯（27）
※（ ）の数字は前月比

市営住宅の募集は毎月15日に発表しています。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
建築住宅課（表郷庁舎内）内2263

月１日発行

一部証明書の発行や市税の納付などの手
続きを受け付けます。取扱業務については、
事前にお問い合わせください。
時間／午前８時30分〜正午
期日／２日㈰・９日㈰・16日㈰・24日㈪
本庁舎市民課 内2154

１

今月の納期限／１月31日㈮まで
◇市県民税（第４期）
◇国民健康保険税（第７期）
◇介護保険料（第７期）
◇後期高齢者医療保険料（第６期）
２月の日曜窓口

市役所・各庁舎
◆白河市役所 本庁舎 ☎㉒1111（代）／ＦＡＸ㉗2577
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
Eメール hisho@city.shirakawa.fukushima.jp
◇表郷庁舎 ☎㉜2111／ＦＡＸ㉜2234
〒961-0492 表郷金山字長者久保２
◇大信庁舎 ☎㊻2111／ＦＡＸ㊻2409
〒969-0392 大信町屋字沢田15-1
◇東庁舎 ☎㉞2111／ＦＡＸ㉞3584
〒961-0392 東釜子字殿田表50
2020年農林業センサス

実施中！

調査へのご協力をお願いします。
本庁舎企画政策課 内2329

