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　市民交通災害共済は、交通事故によ
る被災者を救済するための共済制度で
す。
　令和２年度の加入受け付けを、２月
３日㈪から開始します。取りまとめを
実施する町内会に加入している方は、
各町内会を通してお申し込みください。
　その他の方は、本庁舎生活防災課ま
たは各庁舎地域振興課・各行政センタ
ーでお申し込みください。
※取りまとめの実施については、各町
内会にお問い合わせください。
●加入資格　県内の市の住民基本台帳
に記載されている方
※令和２年３月31日㈫までに県内の市
以外に転出する方は加入できません。
●会費　500円
●共済期間　４月１日㈬～令和３年３
月31日㈬
※途中加入の場合は、その翌日から。
●共済内容　▷見舞金　２～30万円
※入院・通院日数４日以上が対象です。
▷弔慰金　100万円
問本庁舎生活防災課　内2167

　自動車税種別割は、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」などのトラブルが多く寄せられま
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
せましょう。
●問い合わせ先
▷登録手続き　東北運輸局福島運輸支

お知らせします。
●日時　３月14日㈯／午前９時から
●会場　白河消防署２階　会議室
（立石山）
問本庁舎税務課　内2135

　市では、介護職
員初任者研修を修
了後、介護事業所
に就労する意欲の
ある方を対象に、研修受講に要した費
用の一部を助成しています。
●助成額　上限２万円
●要件
①申請日に市内に住所を有すること
②研修修了後、申請日まで３か月以上
介護職員として就労していること
③他の助成金等の交付を受けていない
こと
④申請日に市税等の滞納がないこと
●申請方法　要件を満たした後、申請
してください。
●申請期限　研修修了後１年以内
●申請・問い合わせ先
本庁舎高齢福祉課　内2729

局登録部門☎050-5540-2015
▷納税通知書の送付先変更など
県南地方振興局県税部☎㉓1519

●期間　３月１日㈰～７日㈯
●スローガン　「ひとつずつ いいね！
で確認　火の用心」
　空気が乾燥し、火災が発生しやすい
時期が続きます。火の取り扱いに十分
注意し、火災を出さないようお願いし
ます。
　すべての住宅には、
住宅用火災警報器の設
置が義務付けられてい
ます。住宅火災から大切な命を守るた
め、必ず設置するとともに定期的に点
検を行い、維持管理をしましょう。
問白河消防署☎㉒2155

　県南地方において地方税の滞納処分
により差し押さえた物品を、せり売り
形式で売却する公売会を開催します。
詳しくは、後日、市ホームページで↗

　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・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。
●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☎322111　大信☎
462111　東☎342111

　全２回の講座を受講後、ボランティ
アとして活動できる方を募集します。
●期日　３月２日・９日／月曜日
●時間　午後１時30分～３時30分
●会場　中央老人福祉センター（北中
川原）
●講師　桜の聖母短期大学准教授
三
さん

瓶
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氏
●定員　20人　※先着順
●申込期限　２月21日㈮
●申し込み・問い合わせ先
市社会福祉協議会☎㉒1159

●掲載期間　４月号～令和３年３月号
●掲載料　掲載１回につき
▷１枠　２万４千円
▷半枠　１万２千円
●申込受付　３月２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

⑥伝統文化の保存・継承・発展を目的
としたソフト事業
⑦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、提出してください。
●申込期限　２月28日㈮
●申し込み・問い合わせ先
本庁舎文化振興課　内2387

　東日本大震災からの復興・発展を願
い、音楽の力でまちを元気にするため
「震災復興音楽祭」を開催します。
●期日　３月11日㈬
●会場　コミネス大ホール
●入場料　支援金100円以上
※全額を震災復興基金に寄付します。
●内容・時間　▷市民ステージ（午前
10時30分～午後５時）市民団体によ
る演奏・舞踊・合奏など
▷ゲストステージ（午後６時30分～
８時30分）ゲスト：庄

しょう

野
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真
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※ゲストステージには整理券が必要で
す。整理券は２月10日㈪からコミネス
または本庁舎文化振興課で配付します。
《3.11ふくしま追悼復興記念行事
キャンドルナイト》
●日時　同日／午後５時30分から
●会場　市立図書館りぶらん駐車場
●内容　会場内に1,000本以上のキャ
ンドルを灯

とも

します
問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2388

　白河市・西
郷村・泉崎村
・中島村・矢
吹町の５市町
村において、図柄入り白河ナンバープ
レートが５月頃から交付開始されるの
を機に、地方版図柄入りナンバープレ
ート導入の趣旨・効果などについて講
演を行います。
●期日　２月13日㈭
●時間　午後１時30分～３時
●会場　市立図書館りぶらん地域交流
会議室
●講師　国土交通省東北運輸局自動車
技術安全部部長　衣

きぬ

本
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●定員　150人　※入場無料
問本庁舎企画政策課　内2324

　（公財）福島県文化振興財団では、
県民の文化活動支援を目的として、４
月１日から令和３年３月31日までに
行う事業を対象に、助成の申請を受け
付けています。詳しくは、ホームペー
ジをご覧ください。
●対象事業
①広く県民に公開する文化
活動の成果発表事業
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
③文化財の保護・保存のための事業
④全県的に大きな影響を与える講演会
等の事業
⑤文化振興による地域活性化に関する
事業
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第23回しらかわ音楽の祭典
第８回震災復興音楽祭～希望～

地方版図柄入りナンバー
プレートに関する講演会消防団員

広報しらかわに掲載する
有料広告

傾聴ボランティア
養成講座 基礎編（無料）

募　集募　集 案　内案　内 市民交通災害共済

全国春季火災予防運動

令和２年度 福島県文化
振興財団助成事業

　本会議・委員会は、どなたでも傍聴できます。
●時間・会場　午前10時から／表郷庁舎３階　議場棟
●日程

期日 内容
２/27㈭ 定例会開会
３/ ４㈬ 一般質問、請願陳情委員会付託
５㈭・６㈮ 一般質問
９㈪ 上程議案に対する総括質疑、委員会付託
10㈫～12㈭ 常任委員会
16㈪ 定例会閉会

３月市議会定例会の日程（予定）

◀議会中継・
　動画配信は
　こちらから

問議会事務局（表郷庁舎内）内2412

自動車の移転・抹消の
手続きはお済みですか？

合同公売会を開催します

介護職員初任者研修資格
取得支援事業



習い事のはじまりは
そろばんから!
習い事のはじまりは
そろばんから!

◇菊地珠算塾
　白河市関辺前林☎27-1036

◇菅原珠算塾
　白河市昭和町☎27-1966

◇穂積珠算教室
　白河市表郷番沢字松上☎32-2938
◇嶋田そろばん教室
　白河市会津町☎22-8535

そろばんで身に付けよう 計算力と暗算力そろばんで身に付けよう 計算力と暗算力
受付中

　学習期間　２月13日（木）～29日（土） 
お問い合わせ、お申し込み　TEL0248(23)2516

公文式「２月無料体験学習」

けやき在宅リハビリマッサージ

⇒ ⇒
●ご自宅・施設への訪問
　マッサージです。
●マッサージ師は、全員国家資格
　保持者で、安心なマッサージが
　可能になります。医療保険適用。
★後期高齢者医療被保険者証を
　お持ちの方
★身体障がい者手帳１級または２級
　の交付を受けている方 鈴木 英世

白河市双石高田19-1
- お問い合わせ -

0248（22）3419

説
明
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続
き

開
始
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　台風19号により被災した宅地での
生活再建を支援するため、復旧工事に
係る費用の一部を補助します。
●補助額
対象工事費の２分の１（上限50万円）
●要件
①宅地に隣接するがけ地および人工が
けが崩落した宅地または隣接する土地
②災害時に居住用として使用していた
住宅の敷地
※居住用であってもアパート経営など
事業用の土地は対象になりません。
●対象工事　10万円以上の工事で、次
のいずれかに該当するもの
①法面の整形および保護
②擁壁の設置および補強
③土のう設置等の応急工事
●申請書類　補助金交付申請書・被災
状況が分かる写真など
※詳しくは、お問い合わせください。
問都市計画課（表郷庁舎内）内2283

　市では、専門の指導員がGAPに関
する疑問や質問にお答えする相談窓口
を開設します。GAPに取り組みたい
方は、お気軽にご相談ください。
●開設期間　２月３日㈪～14日㈮
●時間　午前８時30分～午後５時
●相談場所　農政課（表郷庁舎２階）
問農政課（表郷庁舎内）内2225

●応募資格　※次のすべてを満たす方
①市内に在住または通勤している満18
歳以上の方（令和２年４月１日に高校
生である方を除く）

　２月23日は「税理士記念日」です。
東北税理士会白河支部では、税の無料
相談会を開催します。
　予約は必要ありません。申告書など
の関係書類をご持参ください。
●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１階　研修室（中田）
問東北税理士会白河支部（鈴木隆司税
理士事務所内）☎㉗0316

　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　２月12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
問ＮＰＯ法人白河花

はな

里
さと

倶
く

楽
ら

部
ぶ

☎090-4040-1797

●期日　２月23日㈷
●時間　午前10時～午後２時
●会場　表郷公民館（表郷番沢）
●内容　SDGｓ（持続可能な開発目標）
に触れるコーナー・ふれあいステージ
・飲食ブース・体験ブース・スタンプ
ラリー
問表郷ボランティアネットワーク
藤
ふじ

田
た

☎080-5557-7072

②男女共同参画推進に関心がある方
③平日夜間に開催される会議に出席で
きる方
④市の各種審議会等の委員兼職が３件
未満である方
※国・地方公共団体の議員および公務
員を除く
●募集人数　２人以内
●任期　令和２年４月１日
～令和４年３月31日
●応募方法　申込書に必要事項を記入
のうえ「私が考える男女共同参画社会」
をテーマとした400字程度の作文を添
えて、持参または郵送・Eメールでお
申し込みください。
※申込書は、本庁舎生涯学習スポーツ
課および各庁舎地域振興課で配布して
います。また、市ホームページからも
取得できます。
●募集期間　２月５日㈬～３月２日㈪
※当日消印有効
●応募・問い合わせ先
本庁舎生涯学習スポーツ課　内2383
／各庁舎地域振興課　表郷☎322111
大信☎462111　東☎342111

　検察審査会は、検察官が適正に起訴
を行っているかどうかを国民の一般的
な良識と視点によって確認するために
設けられ、選挙権を有する国民の中か
ら無作為に選ばれた11人の検察審査
員が、被害者からの申し立てなどをも
とに、検察官が加害者を刑事裁判にか
けない処分（不起訴処分）の善し悪

あ

し
について審査するところです。
　審査の申し立てには、費用は一切か
かりません。また、申立人の秘密は堅
く守られます。
問郡山検察審査会事務局
☎024-932-5656

　未使用の商品券が手元に残っている
方は、忘れずにご使用ください。
　期限を過ぎた商品券の換金はできま
せんので、ご注意ください。
問本庁舎社会福祉課　内2712

　高齢者に対する虐待が社会的な問題
となっています。高齢者虐待は暴力な
どをふるう身体的虐待だけでなく、脅
しや無視など心を傷つける心理的虐待、
必要な介護や世話をしない介護・世話
の放棄・放任（ネグレクト）、性的虐
待や経済的虐待があります。
　虐待は深刻な人権侵害です。周囲で
気になる方がいたり、介護に不安を感
じたりすることがあれば、ご相談くだ
さい。
問地域包括支援センター☎㉑0332
東部地域包括支援センター☎㉛8889

193,420円　※3,500円割引
▷１年前納（口座振替）
192,790円　※4,130円割引
　納付の手続きは、本庁舎国保年金課
または、ねんきんダイヤル（☎0570-
05-1165）・白河年金事務所（☎㉗4161）
にお問い合わせください。
※４月分からの前納による口座振替の
申し出は、２月末までです。ご注意く
ださい。
問本庁舎国保年金課　内2174

　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、映画『引っ越し大名！』の
モデルになった、白河藩主松

まつ

平
だいら

直
なお

矩
のり

に
ついて学びます。お気軽にご参加くだ
さい。
●日時　２月28日㈮／午前10時から
●会場　市産業プラザ人材育成センタ
ー２階　第２教室（中田）
●内容　松平直矩と白河－「引っ越し
大名」の実像－　
●講師　市文化財課　内

うち

野
の

豊
とよ

大
ひろ

氏
●参加料　無料
●定員　30人　※先着順
●申込期限　２月20日㈭
●申し込み・問い合わせ先
（公財）白河観光物産協会☎㉒1147

西部地域包括支援センター☎㉑6032
本庁舎高齢福祉課　内2728

　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。
　社会保険などに加入した場合は、手
続きの際に新しい保険証を持参してく
ださい。
　資格喪失後に本市の保険証を使用し
た場合は、後日、市が負担した医療費
を返還していただきますので、ご注意
ください。
問本庁舎国保年金課　内2172

　国民年金保険料の納付には、納付書
のほか口座振替やクレジットカードが
利用できます。これらは、納付書で納
めるよりも手間が少なく、納め忘れを
防ぐことができます。
　また、保険料を前納（前払い）する
と、割引が受けられる制度もあります。
●納付額（令和元年度）
▷毎月納付
16,410円×12か月＝196,920円　
▷１年前納（現金納付）

地域猫相談会

くらしの情報館暮らしに役立つ情報をお届けします！

見　本

案　内案　内

歴史学びの会

税理士記念日
税の無料相談会

GAPに関する相談会

市男女共同参画推進
懇話会委員を公募します

まちかどまちかど

ふれあい春の集いin表郷
～みんなでSDGs！～

検察審査会への申し立て
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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
有効期間

令和２年２月１日㈯～
　　　　３月15日㈰

（2/12㈬、3/11㈬・12㈭は休園）

有効期間
令和２年２月１日㈯～
　　　　３月15日㈰

（2/12㈬、3/11㈬・12㈭は休園）

有効期間
令和２年２月１日㈯～
　　　　３月15日㈰

（2/12㈬、3/11㈬・12㈭は休園）

有効期間
令和２年２月１日㈯～
　　　　３月15日㈰

（2/12㈬、3/11㈬・12㈭は休園）

有効期間
令和２年２月１日㈯～
　　　　３月15日㈰

（2/12㈬、3/11㈬・12㈭は休園）
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被災宅地等
復旧支援制度

国民健康保険の手続きを
忘れずに

国民年金保険料の
納付方法が選べます

高齢者虐待防止のために

「プレミアム付商品券」の
有効期限は２月29日㈯です
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　第25回中山義秀文学賞を受賞した
河治和香さんによる記念講演と、受賞
の副賞として贈呈された大信産コシヒ
カリの試食会を開催します。
●期日　３月８日㈰
●時間　午前11時～午後１時
●会場　大

だい

統
とう

寺
じ

本堂（馬町）
●内容　▷演題「北海道～白河～浅草
文学と食の旅」　▷講師　河治和香氏
●定員　40人　※要申し込み
問大統寺☎㉓2723／ FAX㉓3731

　一人でも友達と一緒でも、ご飯を食
べてお話しして、ゆったり時間を過ご
しましょう。
●期日　２月20日㈭（毎月第３木曜日）
●時間　▷開店　午後３時～７時
▷食事　午後５時30分～６時45分
●会場　白河市公設地方卸売市場内
（五番町川原）
●参加費　子ども無料
※大人は募金のご協力をお願いします。
問白河こども食堂支援センター（大統
寺内）☎㉓2723

●展示内容
♢平常展示「白河の歴史と文化」
●展示内容／会期
♢コーナー展示「だるまとひな人形」
♢３月８日㈰まで
※２月12日㈬は開館。
※２月24日㈪は開館
し、翌日休館。

《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》
●期日　２月29日㈯、３月１日㈰
●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（３月１日㈰のみ）など

《仲間と協力して、冬のなすかしに打ち勝て！》
　過酷な環境下で快適に過ごす方法を、
冬の自然環境をいかしたゲームを交え
ながら楽しく修得します。
●期日　２月22日㈯～23日㈷（１泊）
●対象　小学３年生～中学生
●参加費　小学生3,000円
　　　　　中学生3,200円
●申込方法　ホームページ
からお申し込みください。
●申込期間　２月16日㈰まで
問国立那須甲子青少年自然の家
☎362331

●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「小峰城の歴代城主と
美術」
※２月12日㈬は開館。
※２月24日㈪は開館し、翌日休館。

施　設施　設

まちかどまちかど なすかしの森
サバイバルキャンプ

河
かわ

治
じ

和
わ

香
か

さん記念講演と
受賞米試食会（無料）

白河こども食堂

白河関の森公園
旗宿白河内7-2　☎32-2921

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

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

※呈茶を希望する方は
　入園時にお申し込み
　ください。
　（呈茶料：540円）

【開園時間】
午前９時～午後４時30分

問翠楽苑☎㉓6888
（公財）白河観光物産協会
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白河だるま（昭和36年）
〈歴史民俗資料館蔵〉
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