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今月の題字の色は福
島市の「もも」
（ ふく
しまのいろ）だワ
ン！

今月号の表紙

2020年代初頭の供用開始を目指しています！

国道294号白河バイパス

「鬼は外！」勢いよく豆

東京2020オリンピック聖火リレー
もうお済みですか？自動車・軽自動車の変更手続き

をまく園児たち。２月３
ほか

日 は 節 分。 市 内 の 幼 稚

園・保育園では豆まき会
が行われました。みんな

08

トピックス

白河南中図書館リニューアルオープン
インスタグラムで白河の魅力発信講座

「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》

ほか

《フェイスブック》

が健やかに育ち、多くの

福が舞い込みますように。

「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。

《問い合わせ先》

▶県南建設事務所道路課
☎1620

「国道２９４号白河バイパス」

地

権者のご協力により用地の
売買契約もほぼ完了し、こ
れから工事が本格化していきます。

の名称を公募します。中心

後は、新たな橋とトンネル

今後の事業予定を教えてください

今

市街地の工事が最盛期を迎えるな
ど、市内各地で工事が始まります。
工事期間中はご不便とご迷惑をお
掛けしますが、安全第一で進めて
まいります。皆さまのご理解とご
協力をお願いします。

2
2020. ３（R2)

は、中心市街地の活性化・交通の
利便性や防災機能の向上・物流の
効率化・安全な歩行空間の確保な
ど、県南地域で最も重要とされて
年に専属チーム

いるバイパスです。
県では、平成
「白河バイパス整備チーム」を発
足し、精力的に整備事業を推進し
てきました。現在、バイパス沿線
の風景は加速的に変化し、完成後
の姿も見えてきています。
今月号では、バイパス沿線の状
況や県の事業担当者の思いを紹介
します。

道２９４号は旧奥州街道と
呼ばれ、親しまれてきた歴

なりますので『来訪者をお

速道路に直結し、玄関口と

ぎやかになってほしいと思います。

史のある道です。白河バイパスも

後のまちづくりに大きな影

高

もてなしできるような道路』にな

響を与えるビッグプロジェ
クトです。この事業に携われるこ

ってほしいと思います。

の利便性が向上するように、

民やバイパスを利用する方

し合いながら事業を進めています。

市

５．栄町から新しく整備されるトンネル

現在の進捗状況はいかがですか

とを誇りに思い、仲間と知恵を出

今

きて光栄に思います。

全確保と地域の活性化が期待され

国

描いていますか

将来の白河バイパスをどのように

289

ご理解とご協力を
よろしくお願いします。

れ曲がりの多い形が解消さ

26

新しく整備
されるトンネル

地域の方から親しまれ、沿線がに

れ、市街地の道路交通の安

294

ます。地域の方に役立つ仕事がで

折

いを教えてください

白河バイパス整備事業に対する思

新しい橋

▶都市計画課
（表郷庁舎内）
内2283

早期の供用開始を目指して、一生
懸命に取り組んでいます。

４．本格的な拡幅工事が始まる事業用地

広報しらかわ
2020. ３（R2)
広報しらかわ
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６．トンネル内部の様子
内部への入口

３．整備済みの馬町区間
本線の架道橋

５
６

国道294号白河バイパス

２．新たに架け替えられたJR東北
山

３
４

2020年代初頭の供用開始を目指しています！
１．阿武隈川を渡る新しい橋と那須連

１
２

お知らせ

お知らせ
お知らせ

お知らせ
News

東京2020オリンピック聖火リレー

トピックス

４月１日から
敷地内は全面禁煙です
問本庁舎財政課

イベント

内2335

ラウンジ
りぶらん

受動喫煙対策として、昨年の７月１日から庁舎な
どの一部施設を敷地内禁煙としていますが、４月か
らはすべての公共施設で敷地内を全面禁煙とします。
子どもや妊婦などの受動喫煙による健康への影響
を考慮し、市民の皆さんの健康増進を図るため、禁
煙へのご理解とご協力をお願いします。
◦４月１日㈬から実施
各スポーツ施設・コミネス・図書館・公民館・マ
イタウン白河など

世界自閉症啓発デー
小峰城ブルーライトアップ

Event

問本庁舎社会福祉課

内2714

「白河市手をつなぐ親の
会」では、自閉症や発達障
がいへの理解を広める活動
として、小峰城をブルーに
ライトアップします。ぜひ
ご覧ください。
◦日にち ４月２日㈭
◦時 間 午後６時～10時

シリーズ
子育て

お知らせ
News

マイナンバーカードの
電子証明書更新
問本庁舎市民課

内2191

保健
くらしの
情報館
ヨリミチ
高齢者サロン
（高校生執筆）

マイナンバーカード電子証明書の有効期限を迎え
る方に、通知書を送付しています。期限切れになる
と、コンビニ交付など一部の手続きができなくなり
ますので、忘れずに更新してください。なお、更新
費用はかかりません。
◦申請窓口 本庁舎市民課、各庁舎地域振興課
◦必要なもの
▷本人が来庁する場合 マイナンバーカード
▷代理人が来庁する場合 ①申請者のマイナンバー
カード ②代理人の本人確認書類 ③「署名用電
子証明書・利用者証明用電子証明書 照会書兼回
答書」
（必ず申請者本人が記入し、同封の封筒に入
れてください）
※手続きの際、暗証番号が必要です。分からない場
合は、本人来庁に限り再設定することができます。
代理人による暗証番号の再設定は原則行いません。

休日当番医・
無料相談ほか
市長の
手控え帖

イベント
Event

イベント

春のぐるり白河
文化遺産ツアー

Event

聖火リレーが市内を通過します。またとな
いこの機会に、スタート・ゴール地点や沿道
で応援しましょう！

聖火リレー
◦日にち ３月28日㈯
◦時 間 午前11時20分～午後０時17分
◦スタート 白河市総合運動公園陸上競技場
◦ゴール 白河小峰城
※午前10時20分から、先導車（オリンピッ
クスポンサー）がリレーを盛り上げます。
聖火リレーに関する詳しい情報は、
東京2020組織委員会公式ウェブ
サイトをご確認ください。

に

わ

小峰城跡

な が し げ

《スタンプラリー》
名所や寺院を巡るスタンプラリーを開催します。
すべてのスタンプを集めた方に賞品をプレゼントし
ます（なくなり次第終了）。
◦期 間 ４月11日㈯～20日㈪の10日間
◦時 間 午前10時～午後３時

当日、スタート・ゴール地点で、聖火リレ
ーを盛り上げるイベントを開催します。
▶スタート地点（白河市総合運動公園陸上競技場）
塙工業高校の和太鼓演奏、光南高校のチア
リーディングおよび応援団演技
▶ゴール地点（白河小峰城）
白河旭高校の吹奏楽演奏、小学生サポート
ランナー20人の伴走、ゆるキャラ出演

交通規制（予定）
◦時 間 午前10時ごろ～午後２時ごろ
※ルートおよび周辺道路が通行止めとなりま
すので、ご理解とご協力をお願いします。
問本庁舎生涯学習スポーツ課

阿武隈川

問まちづくり推進課（表郷庁舎内）内2746
《ツアー》
初代藩主丹羽長重が眠る小南湖や小峰城跡石垣修
復の軌跡を見学するツアーを開催します。
◦日 時 ４月11日㈯／午前９時～正午
◦定 員 40人 ※先着順
◦参加費 300円
◦申込先 まちづくり推進課（表郷庁舎内）
内2746

イベント

294

ゴール

白河小峰城
37

内2386

東京2020オリンピック
聖火リレー白河市実施ルート
DAY3（３月28日・第３区間）
約4.3km

コミネス
白河駅
中央中
白河市役所

谷津田川

スタート

市総合
運動公園

市総合運動公園
陸上競技場

市歴史民俗
資料館

関山山開き

問関山山開き実行委員会

実施ルートに関する詳しい情報は、
市ホームページをご確認ください。
ね

11

も と

根本☎3497

関山（標高619ｍ）の山開きが行われます。当日
の記念イベントには、タレントのなすびさんやシン
ガーソングライターのLaughさんが出演します。ま
た、山頂では豚汁を無料で提供するほか、500個限
定で記念木札（200円）を販売します。
ラ

フ

◦日にち ３月29日㈰
◦受付時間 午前８時～９時
◦受付場所 関辺市民体育館
◦駐車場 関辺小隣接地
5
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2020.3.28
▲昨年の山開きでは、雲海に浮かぶ那須連山を望むことができました

白河市
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Information
お知らせ

お知らせ
Ｎｅｗｓ

高齢者向け福祉サービスの
申請が始まります

トピックス

問本庁舎高齢福祉課

内2722

ラウンジ

高齢者サービス

内

容

高齢者を対象とした次のサービスを受けるためには、
毎年申請が必要です。４月１日㈬から令和２年度分の
申請を受け付けますので、本庁舎
高齢福祉課または各庁舎地域振興
課で手続きしてください。

対

象

申請に必要なもの

りぶらん
シリーズ
子育て

１回につき1,000円の助成
券を年間６枚交付

①70歳以上の方
②65歳以上で、身体障がい
者手帳１・２級の交付を
受けている方

申請書・本人確認ができる
もの（健康保険証・身体障
がい者手帳など）

要介護高齢者巡回
理・美容券交付事業

理・美容師による訪問散髪
65歳以上で、要介護４・５
の 助 成 券（ １ 枚 2,500円 ）
の認定を受けた在宅の方
を年間５枚交付

申請書・印鑑・介護保険被
保険者証

在宅高齢者
介護用品支給事業

紙おむつなどの介護用品と
引き換えできるサービス券
を月5,000円を限度に交付

在宅高齢者紙おむつ用ごみ袋
支給事業

紙おむつ用燃えるごみの指
定袋（小袋）と引き換えで
きる支給券（２か月分で20
枚）を交付

保健

はり・きゅう・マッサージ等
施術費助成事業

市民税非課税世帯に属する
要介護４・５の認定を受け
た65歳以上の高齢者を、在
宅で介護している家族の方
在宅高齢者介護用品支給事
業を利用している方

くらしの
情報館

集

ヨリミチ
高齢者サロン
（高校生執筆）

Recruit

市職員採用試験
問本庁舎総務課

休日当番医・
無料相談ほか
市長の
手控え帖

※受験資格など詳しくは、市ホームページ
または受験案内をご覧ください。

広報しらかわ

2020. ３（Ｒ2)

Ｎｅｗｓ

内2315

《令和２年７月１日採用》
◦職種・採用予定人員 土木２人程度
◦試験日 ５月10日㈰および11日㈪
◦申込受付期間 ４月10日㈮まで
《令和２年８月１日採用》
◦職種・採用予定人員
行政事務３人程度、保健師１人程度
◦第１次試験日 ５月10日㈰
◦申込受付期間 ４月10日㈮まで

7

お知らせ

申請書・印鑑・介護保険被
保険者証
※昨年１月１日時点で本市
に住所がなかった方は、個
人番号が分かるもの

もうお済みですか？
自動車・軽自動車の変更手続き

問本庁舎税務課

内2127・2128・2129

自動車税・軽自動車税（種別割）は、毎年４月１日
現在の車検証に登録されている内容で課税されます。
区
分

分

自動車税【県税】

いきいき長寿ポイントの
手続きをお願いします

♦原動機付き自転車
♦126ｃｃ以上250ｃｃ以下のバイク
♦251ｃｃ以上のバイク
♦125ｃｃ以下のバイク
♦軽自動車
を所有している方
♦小型特殊自動車
を所有している方
を所有している方

類

※納税通知書は５月上旬
に発送予定です。
※軽自動車税（種別割）には月割課税はありません。
※被災された方は、減免
４月２日以降に名義変更しても１年分の軽自動車税（種別割）が課税されます。
等の対象になる場合が ※納税通知書は５月中旬に発送予定です。
あります。

福島運輸支局登録部門
移転・抹消
☎050-5540-2015
登録などの
白河自家用自動車協会
窓口
☎3850
県南地方振興局県税部
問い合わせ先 課税第二チーム
☎1519

令和元年度中にたまったスタンプの「ポイント付
与」および付与されたポイントを換金する「活用の
申し出」の受け付けを４月から行います。いきいき
長寿ポイント事業に登録している方は、忘れずに手
続きしてください。
４月１日㈬～５月29日㈮ ※平日のみ
午前８時30分～午後５時15分
市社会福祉協議会（北中川原）

◦受付場所
◦申込方法
いきいき長寿ポイント手帳・印鑑・振込先の通帳
を持参のうえ、手続きしてください。

お知らせ
Ｎｅｗｓ

手続きをしないと、令 和 ２ 年度分も
今年度と同様に課税されるので注意
しましょう！

軽自動車税（種別割）
【市税】

福島運輸支局登録部門
☎050-5540-2015
白河自家用自動車協会
☎3850

介護支援

問市社会福祉協議会☎1159

◦受付期間

Ｎｅｗｓ

注意事項

※申請書は、本庁舎高齢福祉課・各庁舎地域振興課にあります。

募

お知らせ

使用していない、住所が変わった、他人に譲渡した
など、登録内容に変更が生じた場合は、３月末までに
必ず所定の手続きをしてください。

ごみの適正な分別と排出
問本庁舎環境保全課

内2165

ごみ集積所は、利用する地域単位での管理となって
おり、違反ごみが出されると、管理をする方に多大な
迷惑が掛かります。違反ごみをなくし、市民の皆さん
が気持ち良く利用できるよう、また、環境保全のため
にも、ごみの適正な「分別」と「排出」にご協力をお
願いします。
《ごみの出し方》
ごみは指定袋に入れて収集日の午前８時30分まで
に、指定の集積所に出してください。
粗大ごみは、クリーンセンターに自己搬入または戸
別収集により処分してください。

軽自動車検査協会《軽自動車》
☎050-3816-1837
県軽自動車協会《バイク》
☎024-546-2577
白河自家用自動車協会
☎3850

本庁舎税務課
内2121・2125
各庁舎地域振興課
表郷☎2111
大信☎2113
東 ☎2112

《集積所に出せないごみ》
法律で、次のごみは集積所に出すことができません
（細かく砕いても回収できません）。それぞれの処分
方法に従い、正しく処分してください。
◦テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機
処分にはリサイクル券が必要となります。郵便局で
リサイクル券を購入のうえ、自己搬入ま
たは戸別収集により処分してください。
◦農薬の空容器
家庭菜園やガーデニングなどで使用した農薬の空容
器は、本庁舎環境保全課または各庁舎地域振興課で無
料回収しています。キャップや容器をしっかりと洗浄
したうえで、持参してください。
《令和２年度ごみ収集カレンダー》
ごみの収集日や分別方法が分かるカレンダーは、町
内会を通じて各家庭へ配布しています。また、市ホー
ムページに掲載しているほか、本庁舎環境保全課・各
庁舎地域振興課にもあります。
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２/ ８

インスタグラムで
白河の魅力発信講座

◦市立図書館りぶらん
トピックス
ラウンジ

「魅せるプロデューサー」として活躍している
ほん だ み か
本多美香さんを講師に迎え、インスタグラムの基
本的な操作方法や、写真の加工に便利なスマート
フォンアプリについてセミナーを開催しました。
実践では、受講者自身が「＃白河街歩き写真館」
のハッシュタグを付けてインスタグラムに写真を
投稿し、白河の魅力を発信する方法を学びました。

２/ ２

しらかわ音楽の祭典 第２部

◦コミネス大ホール

日本を代表し、世界で活躍しているフルート奏
く どうしげのり
く どう
者の工藤重典さんと、娘でピアニストの工藤セシ
リアさんが『荒城の月』や『子犬のワルツ』など
の名曲を魅力あふれる音色で演奏しました。
公演後は、約120人の市民合唱団と一緒に『こ
のまちがすき』などを合唱しました。

１/25

第４回しらかわ検定

◦東京第一ホテル新白河（新白河駅前）

本市の歴史と伝統を再発見するため、同検定に
え
は白河歴史の手引き『れきしら』より選りすぐり
の問題が出題されています。県内外から集まった
小学生から80代までの受験者149人が、１級・
２級・３級に分かれて挑戦しました。
合格者には、オリジナルピンバッジや市歴史文
化施設の入場無料券などが特典として贈られます。

１/23

図書館リニューアルオープン
◦白河南中

ごうふう と

生徒を代表して郷鳳斗さんが挨拶し、テープカ
ットが行われました。式典後、生徒たちは新シス
テムで本の貸し出しを体験しました。
市では、学習に必要な知識や情報を収集・選択
・活用する能力を育て、公共図書館への利用につ
なげるため、蔵書のデータベース化を行い、市内
すべての小中学校に学校司書を配置しました。

りぶらん
シリーズ
子育て

＃白河街歩き写真館
に白河の魅力を発信
してほしいワン！

保健

２/13

◀市ホームページに問題と解答を掲載中です

図柄入り白河ナンバー
導入記念講演会
◦市立図書館りぶらん

くらしの
情報館

きぬ もと けい すけ

ヨリミチ
高齢者サロン
（高校生執筆）

国土交通省東北運輸局の衣 本啓介さんは「“走
る広告塔”図柄入りナンバーが目指すもの」と題
して、白河ナンバーを導入する趣旨や、観光・地
域活性化につながる効果などを講演しました。
白河ナンバー（図柄あり・図柄なし）は、５月
頃から交付開始の予定です。

なかやま

つばき ひ め

２/ ９

ヴェルディ/歌劇『ラ・トラヴィアータ』
（椿姫）

◦コミネス大ホール

ヴェルディの名作オペラを現代社会に置き換え
て全国共同制作された同作は、石川県金沢市・東
京都に先立ち本市で初演され、練習を重ねてきた
コミネス混声合唱団の皆さんも出演しました。
主人公ヴィオレッタの愛や自己犠牲が名曲とと
もに描かれ、観客は斬新な演出の世界観に引き込
まれました。

２/ １

ぎ しゅう

中山義秀文学賞贈呈式・記念講演会
◦市立図書館りぶらん

第25回中山義秀文学賞を受賞した『がいなも
まつ うら たけ し ろう
かわ じ わ か
ん 松浦武四郎一代』の作者・河治和香さんに、
賞状と副賞の賞金100万円・大信産コシヒカリ１
俵などが贈呈されました。
講演会では、幕末の冒険家であり、北海道の名
付け親と称された松浦武四郎の知られざる人物像
や、足跡などが語られました。

１/22

第66回文化財防火デー
◦小峰城跡

貴重な文化財を火災などの災害から守るため、
白河消防署と本市消防団が合同で訓練を実施しま
やぐら
した。三重櫓脇の消火栓およびはしご車から放水
し、消防用設備などの適切な維持管理や、火災時
の初期対応などを再確認しました。
また、地域住民の方も、消火器を使って初期消
火の訓練を行い、防火意識を高めました。

休日当番医・
無料相談ほか
市長の
手控え帖
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ラウンジ

いけばな体験教室

旬な話題をお届けします！

１月31日／表郷幼稚園

お知らせ

揚げ大会

第56回防火たこ

受賞おめでとうございます

小
１月30日／白二

♦最優秀賞

ラウンジ

春のお彼岸に
ぼたもちを作って
みっぺ

トピックス

令和元年度中学生・高校生の国際理解・国際交流論文
あさかわかんいち
「朝河貫一賞」

こうの す

さくら こ

鴻巣 桜子さん
（白二中２年）

クール表彰式
中山義秀記念作文コン 館（大信町屋）

なかやま ぎ しゅう

りぶらん

念文学

１ 炊き上がったもち米をすりこぎ棒で
粒が残る程度につぶします。

２月12日／中山義秀記

輝きの記録

白河だるま市

２月11日／天神町・中町・本町

シリーズ

男子第70回 全国高等学校駅伝競走大会出場
【12月22日／京都市】
や

な い

まこと

子育て

矢内 允さん（田村高校３年）

2 手に水をつけて、俵型ににぎる
保健

あんこ

マイタウン白河チャレンジショップ

話題レポート
しゅん さ い

くらしの
情報館

素敵なものづくりと親子服のお店
ラップ

ヨリミチ

（高校生執筆）

3 ラップの上にあんこを広げ俵型の餅
をのせラップを使って丸める

いぐらでも
食えっちま〜

高齢者サロン
休日当番医・
無料相談ほか
市長の
手控え帖

あずきの「赤」が邪気を払うんだって♬

ロ

ミ

ッ

ク

ス

ROMIX マイタウン店
◦営業時間 10:00～16:00
◦定休日 日曜日（臨時休業有り）
◦所在地 本町２
マイタウン白河１階
◦電 話 090-2998-0163

▷お店の紹介
素敵なものづくりと親子服のお店です。親子服は、手作り・
セレクト・輸入品などを取り扱っています。名前入りの手描き
Tシャツも、贈り物に人気です。
レンタルBOXでは、ものづくりをしている作家さんの素敵
な雑貨を展示販売しています。オーダーメイドも可能です。
▷店主から一言
店内では、いろいろなワークショップを楽しむことができま
す。先生をお呼びして、パン作り教室や手作りアクセサリー教
室などのイベントも開催しています。皆さまのお越しをお待ち
しております。

旬菜かふぇ『アゼリア』オープン

◀LINE＠登録で
割引クーポン
をプレゼント

海外派遣研修者に激励金

大信地域交流センターひじりん館の飲
食スペースに、旬菜かふぇ『アゼリア』
がオープンしました。日替わりランチは、
地元の食材を使ったサラダバーとドリン
クバーが付いて950円。通常営業は午前
11時から午後４時までですが、事前の
▲ひじりん館は大信庁舎隣
予約で午後９時まで営業します。

▲店長おすすめの辛子味噌ラーメン、若鶏の唐揚げ定食。この日の日替わり
ランチはビーフシチュー。10種類以上のお総菜がサラダバーに並びます。

２月５日「令和元年度海外派遣研修事
わたなべかつ や
業」に参加する渡辺勝也さんに激励金が
交付されました。この事業は、先駆的農
業者の育成を目的に（一社）福島県国際
農友会が実施するもので、アメリカ合衆
国で７日間、研修や市場視察、農業経営
者との情報交換などを行います。

100歳おめでとうございます
はらい かわ

秡川 フミヨさん（古高山）
大正９年１月23日生まれ
さ がわ

佐川 ユキさん（板橋）
大正９年２月17日生まれ
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市立図書館りぶらん

お気に入りの作品を見つけよう！

NANKO SHRINE

ラウンジ
りぶらん

In 1922, Nanko Shrine was built thanks to Eiichi Shibusawa's
efforts. Sadanobu Matsudaira, the Lord of Shirakawa, is
enshrined there. At the "Nanko Shrine Museum", relics of
Sadanobu and the calligraphy of Shibusawa are exhibited and
stored.
Every spring, the "Rakuou Sakura", a weeping cherry tree
that Sadanobu planted, blooms beautifully.
しぶ さわ えい いち

1922（大正11）年、渋沢栄一の尽力により南湖神社が建立され
ました。御祭神として白河藩主の松平 定 信 が祀 られています。境内
には、定信公の遺品や渋沢氏の書を展示・収蔵した「南湖神社宝物館」
があります。
春には、定信が植えたものと言われている枝垂れ桜の「楽翁桜」が
見事に咲き誇ります。
ま つ だいら さ だ の ぶ

まつ

シリーズ

らくおう

英語でひとこと！

Oops!（あっ！／おっと！）

休日当番医・
無料相談ほか
市長の
手控え帖

小峰城の石垣修復
は「小峰城歴史館」
の展示で詳しく知る
ことができます。
解体や石積みなど、
実際の作業の様子も
映像でご覧いただけ
ます。

竹之丸石垣上面の整備

《蔵書点検による各図書館の休館》
▷りぶらん ３月８日㈰～18日㈬（ブックポスト利用可）
※地域交流会議室の受付休止 ３月８日㈰・14日㈯～16日㈪
▷表郷図書館 ３月４日㈬まで
▷大信図書館 ３月11日㈬～17日㈫
▷東図書館 ３月３日㈫～10日㈫

今月のテーマ展示
※大人向け展示は、特別整理期間のためお休みです。
テーマ展示コーナーは４月まで新着本コーナーとなります。
子ども向け

春に会いに

行こう!

あたたかい春は、わくわくす
る出会いがいっぱい！お友達や
生き物・植物など、物語の中に
もたくさんの春があります。
みんなで会いに行こう♪
※３・４月共通テーマ

おすすめ新刊
《一般図書》
日本から２時間半で行けるヨーロッパ

ウラジオストクを旅する43の理由
中村 正人

成田空港からわずか２時間半！日本海
に面した港町・ウラジオストクの旅行ガ
イドです。魅惑のバレエ、各地の料理が
楽しめるレストラン、お土産のマトリョ
ーシカなどなど、ロシアの新しい魅力が
いっぱいの一冊です。
トラネコボンボンの365日

猫と世界どうぶつ記
猫が出合った動物たち

中西 なちお

一日一話、動物のエピソードと豆知識
がかわいい個性的なイラストを添えて紹
介されています。日本だけでなく、世界
各地のいろいろな動物が登場するので、
新しい発見があるかもしれません。

問文化財課☎2310

《児童図書》

JAZZ DOG ジャズドッグ
こいぬのハリーがゆめみたおんがくかい
マリー・フォークト／作

ひびの さほ／訳

いぬはロック、ねこはジャズ。そんな
世界で、こいぬのハリーは、ねこのジャ
ズにあこがれます。自分だけ違うことを
するのは大変だけど、なんだかとっても
楽しそう！ハリーの奏でる音楽が奇跡を
起こす物語。
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13
14
15

水
木
金
土
日

16 月

《地域交流会議室７月～９月分の利用申請を受け付けます》
◦受付期間 ４月２日㈭～12日㈰／午前９時～午後５時15分
（休館日の６日㈪を除く）
※受付窓口で申請してください（電話などでの予約不可）。
※重複した場合は抽選となります（先着順ではありません）。
※市の行事などの予定が入っている場合は、利用できません。
※受付期間後の申請は、５月１日㈮から随時受け付けます。

ー災害復旧で分かったことー
⑫将来に守り伝えていくために

ヨリミチ
高齢者サロン
（高校生執筆）

石垣復旧メモ

図書館カレンダー

４月

くらしの
情報館

東日本大震災による小峰城の
石垣修復は、私たちに多くのこ
とを教えてくれました。
修復を行った箇所では、これ
までにも、繰り返し修復されて
きたことが確認できました。過
去の修復では、石垣の平面形状
を直線から円弧状に変更したり、
石垣の下部に前押さえ石を設置
するなど、崩落や変形が起こら
ないよう、知恵を絞り、工夫し
災害復旧の工事は終了しまし
てきたことが分かりました。
石垣修復は、調査で確認した たが、今後は、石垣や盛土が崩
石垣の構造（石垣の形状や勾配、 落した範囲を参考に、その外側
ぐりいし
栗石層の幅など）をもとに行い に柵や園路を設けるなど、万一
ました。構造や地盤などに弱さ の災害発生に備えた整備や、石
があり、補強が必要な場合には、 垣に影響する樹木の管理も行っ
実際に確認した過去の修復方法 ていきます。
を参考にし、伝統工法の範囲内
また、石垣をより良い姿で残
で補強を行っています。
していくため、石垣面ごとの状
態（変形や石材の劣化など）を
記録する「石垣カルテ」を作り、
継続的な観察を行っていきます。
震災からの復旧で得た経験と、
修復に伴う調査で分かった情報
をいかし、小峰城の石垣を未来
へ引き継いでいきます。

保健

災害復旧が完了した小峰城

小峰城の石垣

子育て

♢日本語には、この"Oops!"にぴったり当てはまる言葉
がありません。ウィル先生は、分かる方がいたら教
えて欲しいそうです。

図書館からのお知らせ

会場

▷おはなし会
東
10:30～

17 火 休館（全館）
18 水
休館（大信）
19 木 ▷ちびっこおはなしのくに
りぶらん
11:00～11:20
20 祝 休館（表郷・東）
21 土
22 日
23 月 休館（りぶらん・大信）
24 火 休館（表郷・東）
25 水
26 木
27 金
▷おはなし会
28 土
りぶらん
10:30～11:00
29 日
30 月 休館（りぶらん・大信）
31 火 休館（表郷・東）
１ 水 休館（全館）
２ 木
３ 金

時間

蔵書点検のため各館休館
あり（日程は左上参照）

トピックス

信
通
T
L
A

私が担当する授業では、
ゲームをしたり、自分の
子どもの頃の写真、好き
だったテレビ番組・お菓
子を紹介したりして、英
語だけではなく、海外の
文化も伝えるようにして
ウィリアム・
います。なぜなら、文化
コジークロナス先生（カナダ）
を知ることで言葉に興味
が湧き、勉強する目的につながるからです。
私も「日本に住みたい」という目的を持って、
毎日日本語を勉強しました。
「どうしたら英語が上達しますか？」
－"Don't overthink. Do!!"
（考えすぎないで。ただやるのみ！）

３月

お知らせ

out
All ab etown
m
my ho

▷ちびっこおはなしのくに
りぶらん
11:00～11:20

▷大人向け上映会
４ 土 『男はつらいよ 第１作』
りぶらん
13:30～

５
６
７
８
9
10

日
月 休館（りぶらん・大信）
火 休館（表郷・東）
水
木
金
▷おはなし会
11 土
りぶらん
10:30～11:00
12 日
【各図書館の問い合わせ先／開館時間など】
■りぶらん
☎3250／10:00～20:00
※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 ☎4784／10:00～18:00
♢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 ☎3614／10:00～18:00
■東図書館
☎1130／10:00～18:00
♢おはなし会（１歳～３歳向け）
広報しらかわ
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保健情報

皆さんの健康を応援します！

問健康増進課（中央保健センター）☎2112

白河っ子応援センター“ぽっかぽか”

お知らせ
トピックス
ラウンジ

■３月は「自殺対策強化月間」です

■風しん無料クーポン券期限を延長します

■メディアと上手に付き合いましょう

生きていれば、誰でも困難にぶつかり悩むことが
あります。しかし、いくつかの困難が重なったり長
引いたりすると、人は追い込まれ、自殺以外の選択
肢が考えられない状態に陥ってしまうことがありま
す。このようなことは、誰にでも起こり得ます。
市の自殺死亡率（人口10万人あたりの自殺者数）
は、国や県よりも高い状況が続いていましたが、平
成30年は県の死亡率を下回りました。

昭和47年４月２日から昭和54年４月１日生まれ
の男性に送付した、風しんの抗体検査・予防接種が
受けられる無料クーポン券の有効期限が切れました。
まだ使用していない方は、次のとおり期限を延長
します。
◦抗体検査券 2020年２月⇒2022年２月まで延長
◦予防接種券 2021年２月⇒2022年３月まで延長

乳幼児期の子育ての場面でも、スマ
ートフォンやタブレット端末が多く利
用されるようになり、心と身体の発達
過程にある子どもへの影響が懸念され
ています。長時間のメディアへの接触
により、運動不足・睡眠不足・コミュニケーション
能力の低下などを引き起こし、心身の発達の遅れや
ゆがみが生じた事例もあります。
特に、２歳以下の子どもには注意が必要で、心や
言葉の発達を妨げる可能性があることから、日本小
児科医会では注意喚起のため、提言を出しています。

【自殺死亡率の推移】

（人／人口10万対）

30

29.1

りぶらん

26.1

25

24.4
シリーズ

20

28 28.4
26.3

25.3

子育て

H21

26 26.3

25.2
23.4

21.9 21.7 21.8 21.6
22.9

■白河市
■福島県
■全国

15

27.5

27

22

23

21

20.7 20.7
19.5

18.5

20.2

16.8
24

25

26

27

19.7

18.4

28

16.4 16.6
16.1
29

30

（資料：人口動態統計）
保健

「つらいな…」
「苦
しいな…」と感じた
ら、周りにSOSを出
して、相談機関に話
してみましょう。
また、身近な人で、
いつもと違って元気
がないと感じたら、
相談窓口を紹介して
みましょう。

くらしの
情報館
ヨリミチ
高齢者サロン
（高校生執筆）
休日当番医・
無料相談ほか
市長の
手控え帖

《身近な相談窓口》
▷健康増進課（こころの健康相談）
☎2114（平日／午前８時30分～午後５時）
▷県南保健福祉事務所（こころの健康相談）
☎5649（平日／午前８時30分～午後５時）
▷福島いのちの電話（さまざまな悩み相談）
☎024-536-4343（毎日／午前10時～午後10時）
▷よりそいホットライン（さまざまな悩み相談）
☎0120-279-226（24時間）
▷SNS相談 『厚生労働省 SNS相談』で検索
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昭和37年４月２日から昭和54年４月１日生まれ
の男性の８割は、公的に接種する機会がなかったた
め、風しんの抗体が少ない状況です。
社会全体で免疫を構築する必要があるため、有効
期限を延長しました。無料で受けられる機会は今回
限りですので、ぜひクーポン券を利用しましょう。
※昭和37年４月２日から昭和47年４月１日生まれ
の男性には、今年４月以降にクーポン券を送付す
る予定ですが、希望する方には随時交付します。
紛失した場合も、健康増進課までご連絡ください。

■いきいき健康チャレンジ相談会
市では、皆さんの健康管理
のため、血圧・体重・体脂肪
率・筋肉量などの測定や個別
の健康相談を行っています。
相談会終了後には、運動指導
士による、自宅でも実施可能
な筋力アップのための運動を１時間程度実施します。
動きやすい服装で、お気軽にご参加ください。なお、
初めて参加する方は健康増進課（☎2114）まで
ご連絡ください。
◦持ち物 「健康手帳」または「いきいき健康チャ
レンジ記録ノート」
（お持ちの方）
・水分・運動靴

４ 月のいきいき健康チャレンジ相談会
実施日
８日㈬

時間

会場

対象年齢

９:30～ 大信保健センター

40歳以上

15日㈬

９:30～ 東保健センター

40歳以上

17日㈮

９:30～ 表郷保健センター

40歳以上

22日㈬ 13:30～ アナビースポーツプラザ 40～70歳
28日㈫ 13:30～ 中央保健センター

【健康マイレージ対象】200ポイント

71～74歳

問本庁舎こども支援課☎2113

子育て情報

■「白河っ子すくすく赤ちゃんクーポン券」
の有効期限にご注意ください
「白河っ子すくすく赤ちゃんクーポン券」の有効
期限は、対象となるお子さんが１歳または２歳にな
る月の末日です。例えば、平成31年４月に生まれ
た０歳児のお子さんのクーポン券は、令和２年４月
末日が期限です。
クーポン券に記載された有効期限を過ぎたものは
無効となり、使用できなくなりますので、ご確認の
うえ期限までにご使用ください。
◀クーポン券の右上に
有効期限が記載され
ています！

《日本小児科医会による提言》
▶２歳まで、テレビ・ビデオの視聴は控えまし
ょう。
▶授乳中・食事中のテレビ・ビデオの視聴は、
やめましょう。
▶すべてのメディアへの接触を１日２時間まで
に制限することが重要です。テレビゲームは
１日30分までを目安にしましょう。
▶子ども部屋には、テレビ・ビデオ・パソコン
を置かないようにしましょう。
▶保護者と子どもが一緒に、メディ
アを上手に利用するルールを作り
ましょう。
《ゲーム依存にならないために》
最近では、ゲーム依存についても
関心が高まっています。世界保健機
関（WHO）は、ゲームのやり過ぎ
で日常生活が困難になる「ゲーム障
害」を新たな依存症として国際疾病に認定しました。
ゲーム障害になると、朝起きられない・物や人に
あたるなどの問題が現れるとされています。家族で
ゲームに関する約束や遊ぶ時間を決めるなど、上手
に付き合うことが大切です。
課金すると「もったいない」との気持ちからゲー
ムをやめにくくなりますので、課金しないことも大
切です。
また、動画サイトもゲームと同じく依存性があり
ますので、長時間の利用は避けましょう。
メディアに接してばかりの生活にならないように
気を付け、子どもの心と身体の健康を守りましょう。
問本庁舎こども支援課

忘れず
に
使うワ
ン

見本
問本庁舎こども支援課

内2733

■「平成23年度妊産婦に関する調査」回答
者の２回目フォローアップ調査
県立医科大学では、出産から８年が経
過した方を対象に追跡調査を行っていま
す。対象者には調査票が送付されていま
すので、ご協力をお願いします。
◦調査の目的
震災時に妊産婦であった方の心や身体の健康状態
を把握し、不安の軽減や必要なケアを提供する。
◦対 象
１回目フォローアップ調査の対象者（平成23年
度「妊産婦に関する調査」に回答した方）
◦回 答 はがきまたはインターネット
問専用ダイヤル（県立医科大学 放射線医学県民健
康管理センター内）
☎024-549-5180（平日／午前９時～午後５時）
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

Ａｎｄｒｏ
ｉ
ｄ

内2716
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募

集

トピックス

陸上自衛隊
予備自衛官補

ラウンジ

予備自衛官補とは、
自衛官としての勤務歴

りぶらん

がない方を予備の自衛
官として任用するもの
です。

シリーズ

◦受付期間 ４月10日㈮まで
◦試験日 ４月18日㈯～22日㈬の
うち指定された１日

子育て

◦受験資格
▷一般 18歳以上34歳未満の方
▷技能 ①衛生・語学・情報処理・
通信・電気・建設などに関する国家

暮らしに役立つ情報をお届けします！
験活動などのサポート）。
※ボランティア保険に加入します。
問県文化財センター白河館まほろん
☎0700

「にっぽん縦断こころ旅」
エピソードお手紙
NHK BSプ レ

ミアムで放送予
定の『にっぽん
縦断こころ旅
（2020年 春 の

保健
くらしの
情報館
ヨリミチ
高齢者サロン
（高校生執筆）
休日当番医・
無料相談ほか

◦会場
◦対象

まほろん（白坂）
令和２年４月１日現在16

市長の
手控え帖

歳以上で、無償の活動ができる方
※高校生可
◦活動内容 まほろんで文化財に親
しみながら、学習成果をいかした活
動を行います（展示案内や行事・体
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※県内で撮影した旅は、５月18日㈪
から22日㈮に放送予定です。
問NHKふれあいセンター
☎0570-066-066

お願い
窓口での本人確認に
ご協力ください

旅）
』では、みな
さんからの「忘

れられない場所
・風景」にまつ
（写真提供NHK）
わるエピソードを募集します。
寄せられたお手紙をもとに、旅人
ひ の しょう へ い
資格等を有する方
火野正平さんが三重県をスタートし、
太平洋側を北上して夏の北海道を目
②18歳以上53歳未満もしくは55歳
指します。
未満の方（資格により異なります）
※詳しくは、お問い合わせください。 ◦応募期限 ４月６日㈪必着
◦応募内容 住所、氏名、電話番号、
問自衛隊福島地方協力本部 白河地
性別、年齢、思い出の場所・風景に
域事務所☎0372
まつわるエピソード
まほろんボランティア
◦応募方法 ▷番組ホームページ
登録説明会
↗
http://nhk.jp/kokorotabi
まほろんでは、令和
２年度のボランティア
新規登録説明会を開催
します。
◦期日 ３月14日㈯
◦時間 午前11時から

▷郵送 〒150-8001 NHK「こころ
旅」係 ▷FAX 03-3465-1327

市民課など
の窓口では、

第三者による
不正な届け出
や各種証明書の不正請求を防止する
ため、届出者や請求者（代理人を含

む）の本人確認を行っています。
◦本人確認の方法
官公署が発行した顔写真付き身分証
明書（運転免許証・マイナンバーカ
ードなど）を提示してください。こ
れらがない方は、健康保険証や診察
券など２点を提示してください。
※代理人の場合は委任状が必要です。
問本庁舎市民課 内2151

国家公務員採用試験
試験名
総合職

インターネット申込受付期間（受信有効） 第１次試験日
３月27日㈮／午前９時～４月６日㈪

４月26日㈰

一般職（大卒程度）

４月３日㈮／午前９時～４月15日㈬

６月14日㈰

一般職（高卒者）

６月22日㈪／午前９時～７月１日㈬

９月６日㈰

（院卒者・大卒程度）

申込方法や受験資格など詳しくは、ホームページをご覧になる
か、お問い合わせください。
問人事院東北事務局☎022-221-2022

春の山火事予防運動

◦届け出に必要なもの
運転免許証など顔写真付きの身分証

◦必要なもの 印鑑・特定疾患医療
等いずれかの受給者証・本人または

持ちの方は、必ずご持参ください。
◦届け出先 本庁舎市民課・各庁舎
地域振興課・各行政センター

庁舎地域振興課 表郷☎2114
大信☎2114 東☎2116

３月から４月にかけては、空気が
乾燥し山火事が発生しやすくなりま

明書１点または健康保険証および診
察券など２点
※マイナンバー（通知）カードをお

強風や乾燥注意報が
出ている時には、たき
火をしないようにお願

◦受付時間 午前８時30分～午後
５時15分／平日のみ
※休日窓口では手続きできませんの

す。山に入る際は、山火事から大切
な森林を守るため、火の取り扱いに
十分注意してください。

いします。
問農林整備課（表郷庁舎内）
内2229

案

内

引っ越したら
住民票を移しましょう

転勤や就職・進学などで住所が変
わる場合には、住所異動の届け出が
必要です。
◦市外への転出
引っ越し前に転出届け出を行い、転
出証明書を受け取ったうえで、引っ
越し先の市区町村で転入の手続きを
してください。
◦市外からの転入
引っ越し前の市区町村から受け取っ
た転出証明書を添えて、引っ越した
日から14日以内に転入の手続きを
してください。
◦届け出義務者 本人または世帯主
・親権者・代理人（要委任状）

くらしの情報館

で、ご注意ください。
問本庁舎市民課 内2151

肢体不自由者巡回相談会
参加を希望する方は、

４月３日㈮までにお申
し込みください。
◦日時 ４月13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 義肢などの補装具の処方、
診察および医療相談
◦担当医師 白河厚生総合病院副院
長兼手術部長兼医療福祉連携部長
すず き みき お
鈴木幹夫氏
◦申し込み・問い合わせ先
本庁舎社会福祉課 内2715

特定疾患患者見舞金

保護者名義の預金通帳
※詳しくは、お問い合わせください。
問本庁舎社会福祉課 内2714／各

就学のため転出する
国保被保険者の方へ
国民健康保険の被保険者が就学の

ため市外に転出する時は、特例によ
り学生用の被保険者証（マル学被保
険者証）を交付します。
マル学被保険者証の交付を受ける
ことで、転出先の市区町村の国民健
康保険に加入する必要がなくなりま

す。また、国保税はこれまでどおり
転出前の世帯主に課税されます。
交付を希望する方は、在学証明書
（原本）と被保険者証を持参し、届
け出をお願いします。
詳しくは、お問い合わせください。
問本庁舎国保年金課 内2172

専業主婦（主夫）の
年金手続き
厚生年金などの加入者に扶養され
ている配偶者（第３号被保険者）は、
加入者の退職や自身の所得の増加に
より扶養から外れた場合、第３号被
保険者から第１号被保険者への切り

替え手続きが必要です。
市内にお住まいの特定疾患・指定
過去に２年以上この手続きが遅れ
難病・小児慢性特定疾病の患者の方、 たことがある方は「特定期間該当届」
慢性じん疾患により人工透析を受け
を提出することで、時効となった未
ている方に、年額１万円の見舞金を
納期間を年金を受け取るために必要
支給します。
な受給資格期間に算入できます。
◦申請期間 ４月１日㈬～令和３年
問本庁舎国保年金課 内2174／白
３月31日㈬

河年金事務所☎4161
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案

内

トピックス

供用開始区域の縦覧

ラウンジ

４月１日から公共下水道が供用開
始になる区域の縦覧を行います。

りぶらん

◦縦覧期間 ３月13日㈮～27日㈮
／平日のみ
◦時間 午前８時30分～午後５時

シリーズ

15分
◦会場 下水道課（白河都市環境セ
ンター管理棟２階／本沼）
◦対象区域 飯沢、飯沢山の一部
問下水道課☎0910

子育て

井戸水を利用の皆さんへ

保健
くらしの
情報館
ヨリミチ
高齢者サロン
（高校生執筆）

下水道（公共下水道・農業集落排
水）および市町村設置型浄化槽を使
用している方で、井戸水を使用（井
戸水と水道水の併用を含む）してい
る方は、世帯の人数が使用料金算定
の基準となります。
出生や転出入などで世帯人数が変
わった場合は「世帯人員異動届」の
提出が必要ですので、速やかにご連
絡ください。なお、現在の算定人数
は検針票で確認できます。
問下水道課（白河都市環境センター
内）☎0910

就学援助制度

休日当番医・
無料相談ほか
市長の
手控え帖

市では、市内の小・
中学校に通うお子さん
がいる家庭で経済的に
お困りの保護者に、給
食費や学用品費など経

19
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暮らしに役立つ情報をお届けします！
費の一部を援助しています。
詳しくは、本庁舎学校教育課また
は通学する小・中学校までお問い合
わせください。なお、申請先は各小
・中学校となります。
問本庁舎学校教育課

内2362

確定申告・納付期限
《確定申告・納付はお済みですか?》
令和元年分の所得税等の申告・納
付期限は、次のとおりです。
◦所得税および復興特別所得税・贈
与税 ３月16日㈪

土地の境界トラブルで
お困りですか？
福島地方法務局と福島県土地家屋
調査士会では、連携して境界問題の

解決を支援します。
《筆界特定制度》
法務局の職員が

専門家の意見を聴
いて、申請者など
の意見に拘束されずに真実の筆界を

探し、現地で筆界を特定します。
※明け渡しなど、所有権に関する問
題を直接解決することはできません。

◦個人事業者の消費税および地方消
問福島地方法務局 不動産登記部門
費税 ３月31日㈫
☎024-534-2048
《振替納税を利用した場合の振替日》 《土地家屋調査士会ADR制度》
令和元年分の所得税等の振替日は、
土地家屋調査士が弁護士と一緒に
次のとおりです。
◦所得税および復興特別所得税
４月21日㈫
◦消費税および地方消費税（個人）
４月23日㈭
問白河税務署☎7111

相談・調停に応じ、柔軟に解決のお
手伝いをします。
※相手方の応諾がないと、手続きを
進めることができません。
問境界紛争解決支援センターふくし
ま☎024-535-3937

福島県の最低賃金
◦最低賃金 798円（時間額）※パートやアルバイトにも適用されます。
◦特定最低賃金 条件により、県の最低賃金が適用される場合があります。
業種

最低賃金（時間額）

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理
化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業

867円

輸送用機械器具製造業

869円

自動車小売業
※二輪自動車小売業（原動機付自転車を含む）を除く

867円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通
信機械器具製造業
※医療用計測器製造業（心電計製造業を除く）を除く

833円

非鉄金属製造業

865円

問福島労働局☎024-536-4604

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

会を実施します（秘密厳守）。
◦期日 ４月７日㈫
◦時間 午後１時～５時（午後４時

～５時は電話相談のみ）
◦会場 白河合同庁舎３階304会議
室（昭和町）
◦相談方法 面談または電話相談

※相談時間は１人あたり30分です。
※要予約。予約受付時間は、平日／

午前８時30分から午後５時までです。
◦予約・問い合わせ先
県南地方振興局県民生活課
☎1548

多重債務・貸金業に
関する相談窓口
財務省福島財務事務所では、次の
ような相談を受け付けています。秘
密厳守・相談無料です。一人で悩ま
ず、お気軽にご相談ください。
♢返済しきれない借金に関すること
♢貸金業者や「ヤミ金融」業者に関
する情報
♢不正に利用されている預貯金口座
に関すること
◦相談窓口 財務省福島財務事務所
理財課（福島市）
◦時間 月～金曜日（祝日・年末年

不動産鑑定士による
無料相談会
◦期日

４月４日㈯

◦時間 午前10時～午後３時
◦会場 市立図書館りぶらん地域交
流会議室
◦相談内容 不動産の価格などに関
すること
問（公社）福島県不動産鑑定士協会
☎024-931-4360

まちかど
白河こども食堂
◦期日 ３月19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）☎2723

大統寺

寺子屋教室

どなたでもご参加ください。参加

を希望する方は、電話・FAX・Eメ
ールでお申し込みください。

《早朝座禅会（無料）》
◦期日 ３月13日㈮
始を除く）／午前８時30分～正午、 ◦時間 午前６時30分～８時10分
◦会場 大統寺本堂（馬町）
午後１時～４時30分
《写経会》
問多重債務者相談窓口専用
写経用品は準備します。お気軽に
☎024-533-0064

くらしの情報館
ご参加ください。
◦期日 ３月26日㈭

※毎月第４木曜日
◦時間 午後７時～８時
30分

◦会場 大統寺書院（馬町）
◦参加費 500円
《こども座禅会（無料）》

◦期日 ３月27日㈮
◦時間 午前11時～午後１時
※軽食を用意します。

◦会場 大統寺本堂（馬町）
◦対象 小・中学生、高校生
◦定員 20人 ※先着順
問大統寺☎2723／FAX3731／
Eメール soutetsu7@ybb.ne.jp

音供養（音楽会）
◦期日 ３月29日㈰
◦時間 午前10時30分～正午
◦会場 大統寺本堂（馬町）
◦内容 子どもから大人まで楽しめ
る音楽会（台風19号チャリティー）
す とう
こ
▷ピアノ 須藤あつ子氏 ほか
◦入場料 無料
問須藤☎090-9423-4117

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 ３月17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
はなさと く ら ぶ
問ＮＰＯ法人白河花里倶楽部
☎090-4040-1797
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ヨリミチ／高齢者あったか広場

暮らしに役立つ情報をお届けします！

お知らせ

まちかど

白河の高校生が取材執筆！

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

ラウンジ

白河 今日のあんこ
第10回

ぶ た ふ く

「豚福」

立教志塾定例研修会

りぶらん
シリーズ
子育て

白河高原清流豚を使ったメンチ
カツが人気のお肉屋「肉の秋元」
さん。ここに、ちょっと変わった
お菓子があります。大福に豚の角
煮が入った「豚福」です。
この意外な組み合わせは、店主
の秋元雅幸さんが開発しました。
秋元さんは、しょっぱい雑煮の後
に甘いおはぎを食べるのが好きで
「一緒に食べておいしいなら、合
わないわけがない」と考えたそう
です。
「豚福」という名前は、震災
があった時、みんなに“福”が来
るようにとの願いから決めました。
あ き も と ま さ ゆ き

あんこDATA
国産あずき使用／こしあん／角煮に
使われている肉は臭みが少なく、１
頭の豚から200g程度しかとれない
希少部位を使う

保健

高齢者

Vol.12

くらしの
情報館

あったか広場
⃝問い合わせ先 本庁舎高齢福祉課 内2729
ぼんこちゃん

げんきのマメ知識

ヨリミチ

（高校生執筆）

悪質商法にご用心！

高齢者サロン

じいちゃん、ばあちゃん「悪質商法」って知
ってっけ？必要ないものをしつこく売りつけて
くんだって。家族や警察のふりをしてお金をだ
まし取ろうとする「振り込め詐欺」も聞いたこ
とあっかな？だまされないためには、あせっ
て一人で決めねで、必ず誰かに相談
すっか、キッパリ断るのが大事なん
だって。少しでも「あやしいな」と
思ったら、消費生活センターに気軽
に相談してみて。ちゃんと用心して、
いつまでも元気でいてよ。

休日当番医・
無料相談ほか
市長の
手控え帖

21

広報しらかわ

2020. ３（Ｒ2)

サロン紹介No.11

大福の甘さと豚の角煮の塩気が
絶妙なバランスで合い、オススメ
の豚福。店員さんも気さくに対応
してくれます。ぜひ足を運んでみ
てください。
（今回のお店）

肉の秋元
所 在 地 ：白河市大信増見北田82
電
話 ：0248-46-2350
営業時間 ：午前９時〜午後７時
定 休 日 ：１月１日・２日
◀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。

あったかセンター
なかよしサロン北真舟

⃝開催日
⃝時 間
⃝会 場

各地域の
高齢者サロンを
紹介します！

毎月第３火曜日
午後１時30分～３時
北真舟町内会館（北真舟14）

《サロンから一言》
参加者の皆さんに「楽しかった～」と言って帰っ
ていただくのがサポーターの腕の見せ所だと思いま
す。
「笑って笑って笑って」がモットーの、笑顔の絶
えないサロンです。

◦期日
◦時間

◦会場 立教志塾事務所（中町）
え
◦内容 ▷演題「私の読書体験－江
と う じゅん
こ ばやし ひ で お
もとおりのりなが
藤淳、小林秀雄そして本居宣長－」
▷講師 元茨城県常陸大宮市市議会
こ ま た つよし
議長 駒田強氏
◦参加費 無料
問（公財）立教志塾☎1427

星空観望会（無料）
《望遠鏡でのぞいてみよう本物の宇宙》
◦日時 ３月29日㈰／午後６時30
分～８時 ※曇りや雨の場合は中止
◦会場 イオン白河西郷店 屋上駐
車場（西郷村）
◦内容 話題のベテルギウスを見よ
う、月と金星の観察、冬
と春の星座
お ぐら
問白河天文同好会 小椋
☎090-6785-2503

国際ホロコーストデー
（アウシュヴィッツ解放75周年）上演会
《アンネ・フランク》
◦期日 ４月11日㈯
◦時間
▷開演

※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。

３月25日㈬
午後６時30分から

▷開場 午後１時30分
午後２時

◦会場 コミネス小ホール
◦入場料 全席自由
一般2,500円／高校生以下1,000円
問特定非営利活動法人アウシュヴィ
ッツ平和博物館☎2108

◦申し込み・問い合わせ先

さらいえ

デューク更
家先生の
ほ
「家庭の歩医学」
◦期日
◦時間

４月19日㈰
午後１時30分～３時30分

◦会場 市立図書館りぶらん地域交
流会議室
◦講師 デューク更家氏
◦定員 70人
※定員になり次第締め切り
◦参加費 5,500円
※70歳以上は3,850円
◦申し込み・問い合わせ先

MACフィットネスサークル

くらしの情報館
白河実業高校開放講座係☎1176
／ FAX2781／〒961-0822白河
市瀬戸原6-1

施

設

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
すず き

鈴姫

☎090-1495-0672／FAX5541／
Eメール m-mac@biscuit.ocn.ne.jp

ふれあい農園
白河実業高校では
市内在住の方を対象
に、農場の一部を開
放し「ふれあい農園」
を開園します。
種まきから収穫まで、野菜を作っ
てみませんか。
◦期日 ４月17日、５月８日、９月
４日、12月４日／金曜日
◦時間 午後１時50分～３時20分
※最終日のみ午後１時30分～３時
30分
◦講師 農業科の生徒と教師
◦定員 16グループ
※定員を超えた場合は抽選
◦参加費 2,000円

◦申込方法 住所・氏名・電話番号
・性別・年齢・簡単な応募理由を記

入のうえ、はがきまたはFAXでお申
し込みください。
◦申込期限 ３月27日㈮必着

◦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」
と く が わ つ な よ し さくら こ ま ず

徳川綱吉 桜駒図
〈小峰城歴史館蔵〉

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」
◦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

白河関の森公園

旗宿白河内7-2

☎32-2921

《かたくりまつり》

◦期日 ４月４日㈯・５日㈰
◦時間 午前10時～午後３時
問旗宿まつり実行委員会（白河観光
物産協会内）☎1147

広報しらかわ
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◦中央老人福祉センター（北中川原）
問同県南地区事務局☎2394

認知症本人と家族の相
談や話し合いなど
月〜金
ハートコール
（いじめ等相談電話） 曜日

８:30 〜 17:15

問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

８:30 〜 17:15
心配ごと相談

14日㈫
28日㈫
認知症の人と
家族の会

に ぎ

「鈴木商店という蜃気楼」

しょう の う

と が

山

歯

科

医

院 1646

♥５万円

山本 繁夫

様（白坂）
♥５万円

鈴木 茂克

様（桜町）
♥３万円

矢口 早苗

様（表郷下羽原）
♥５千円

金勝寺ボランティア

（１月受付分）

は っ

か

ヨリミチ
（高校生執筆） 高齢者サロン
休日当番医・
無料相談ほか

あ お

市長の
手控え帖

鈴 木 商 店 は 瞬 く 間 に 新 興 財 閥 と な る。
傘下企業は 。大正６年の売上げは 億
（ 現 在 の 約 ８ 兆 円 ）。 当 時 の Ｇ Ｎ Ｐ の 約
１割。スエズ運河を通る船の１割は鈴木
の船といわれた。翌年も 億を超え、文
字通り日本一になる。帝大・高商（一橋、
神戸大）の秀才が次々に入社。
だ が 不 幸 の 影 が さ す。 米 騒 動 が 全 国 に
波及。マスコミは、買い占めの元凶は鈴
木と煽る。時の権力者、後藤批判の口実
にも利用された。本店は無残に焼かれた。
大 戦 が 終 わ り 一 転 し て 不 況 へ。 軍 縮 条 約
で艦船数が制限され、製鋼・造船の中核
が大打撃。さらに関東大震災…。
台湾銀行からの借入が膨らみ、融資総
額の７割を占めた。政争の具にもなった。
そして融資停止。昭和２年〝巨船〟が沈
む…。事業拡大に走り過ぎた。系列の銀
行 を 持 た な か っ た。 直 吉 に 依 存 し、 近 代
化 が 遅 れ た。 だ が、 大 き な 種 を ま い た。
日商岩井（双日）、神戸製鋼、帝人、石川
島播磨重工業、日本製粉…。これら名門
企業は鈴木商店を源流とする。また、政
財界で活躍した人材も多数生んだ。
お 家 さ ん は〝 大 き な 夢 を み さ せ て も ろ
うた〟と、倒産にも泰然としていた。直
吉は終生借家住まい。一銭の私財も残さ
な か っ た。 誰 も が あ ま り の 質 素 さ に 驚 い
たという。鈴木商店は、近代日本の壮大
なロマンであり、壮麗な蜃気楼だった。
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体育功労者・
NPO法人白河市体育協会表彰
優秀指導者受賞者一同 様

商いで国益に貢献する！直吉の国を思
う志は高い。当時、防虫・防臭やセルロ
イドの原料に利用されていた樟脳に着目
した。日本は日清戦争で台湾を得た。台
湾は樟脳の宝庫。台湾総督府民政局長は、
後藤新平。財政的自立のため、樟脳の専
売制を図った。直吉は後藤に接近。これ
に反対する勢力を切り崩した。
その功により、樟脳油の ％の販売権
を取得。これが発展の契機となった。自
社の樟脳工場を作り、薄荷・砂糖の生産
にも着手する。これを金融面で支えたの
が台湾銀行。後藤と台湾銀行は、商店の
運命に大きく関わることになる。
時代は重工業へ移る。鉄鋼・造船・紡
績・製粉…。次々と事業を興す。他財閥
は金融業を中心としたが、直吉は「生産
こそ最も尊い経済活動」との信念を持っ
た。煙突男との異名もとる。また情報が
盛衰の鍵を握ると、ロンドンを中心に各
国へ支店を置いた。直吉は神戸から世界
を見つめていた。
大飛躍は第一次世界大戦。ヨーロッパ
での軍需品の高騰をいち早く予測。全て
の商品の一斉買いを、特に「鉄と名のつ
く も の は、 金 に 糸 目 を 付 け ず に 買 い ま
くれ」と指示。物資不足に悩む連合軍に、
船舶や食糧を大量に供給した。「三井・三
菱を圧倒する。さもなくば天下を三分す
る」意気込みを持てと檄を飛ばす。

※日程が決まり次第、
市ホームページでお知らせします。
院 6480
医
科
歯

４ 月の事業所献血
29日㈷ 内科・外科 き た む ら 整 形 外 科 5533

様（窓口募金箱）
匿名
♥147円
小 児 科 樋 口 小 児 ク リ ニ ッ ク 2040

様（横浜市）
髙橋 敬
♥2,270円
26日㈰ 内科・外科 わ た な べ 内 科 医 院 1531

♥100,033円 全国の皆さまからの送金３件
小 児 科 ね も と キ ッ ズ ク リ ニ ッ ク 5623

〈がんばろう白河寄附金〉
院 1255
医
科
歯
谷

院 0331
医
科
歯
藤

院 4033
医
田
12日㈰ 内科・外科 吉

院 3003
医

♥26,000円

保健

様（札幌市）

子育て

矢部 裕一

シリーズ

♥10万円

科 内

坂
科 早
歯

院 5333
小 児 科 関

〈がんばろう白河義援金〉
科 は や し 歯 科 医 院 1818
歯

医

歯

科 円
歯

く
歯

〈スポーツ振興基金〉
小 児 科 わたなべ子どもクリニック 2166

様
佐藤 力

ら
科 永

く
５ 日㈰ 内科・外科 ら

小松 伸

様（東深仁井田）
♥10万円
小 児 科 み う ら 小 児 ク リ ニ ッ ク 1001

あたたかい善意をありがとうございました。

りぶらん

13:30 〜 15:30

ラウンジ

25日㈯

トピックス

生計、家族に関するこ
となど

月〜金
曜日

〈愛の基金〉
電話番号
医療機関名
診療日 診療科目

お知らせ

◦中央老人福祉センター（北中川原）
問市社会福祉協議会☎4222

市民あったか
相談所

広報しらかわ
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10:00 〜 12:00

13:00 〜 16:00

神 戸。 開 放 的 で 異 国 情 緒 漂 う 街。 幕
末、欧米は開港を迫る。孝明天皇は拒否。
時の老中は、白河藩主阿部正外。板ばさ
みに苦しむが、開港を決定。朝廷から責
められる。官位召し上げの上、棚倉藩に
移封。戊辰の折、白河は空き城だった。
明 治 を 迎 え 神 戸 は 賑 わ っ た。 そ の 中
に、砂糖を商う鈴木商店という小さな店
があった。店主岩治郎、妻よね。この店
が、大正半ばに、三井・三菱に匹敵する
大企業へ成長する。その立役者は、金子
直吉。怪物と評された。土佐の貧家の生
まれ。学校には行っていない。質屋の丁
稚になり、質草の本を貪り読む。〝質屋大
学〟で膨大な知識を蓄えた。
小 男、 極 度 の 近 視、 身 な り に 無 頓 着。
風 采 は あ が ら な い が、 無 類 の 仕 事 好 き。
誠実無私の人柄。明治 年に店主が逝去。
よ ね を 代 表 と し 再 出 発 す る。 そ の 直 後、
直吉は樟脳の先物取引で大きな損害を出
す。よねは咎めず店の命運を直吉に託し
た。直吉はよねに忠誠を誓い、自らに実
物のない取引を禁じた。よねは〝お家さ
ん〟と呼ばれ、店員の精神的支柱になっ
た。夢と希望を乗せ、鈴木丸が出航する。

15

市行政等に関する相談

８日㈬
22日㈬

《市の取り組み》
市では、献血者数が減少する夏期と冬期に街頭献血
キャンペーンを実施し、市民の皆さんへ協力をお願い
しています。また、従業員を対象にした事業所献血の
実施を市内の企業にお願いし、安定的な血液の確保に
努めています。献血にかかる時間は、40分程度です。
短い時間で大切な命を救うことができます。献血の現
状をご理解いただき、皆さんの積極的なご協力をお願
いします。

16

◦本庁舎生活防災課（１階）
問本庁舎生活防災課内専用電話☎1717

10:00 〜 12:00
弁護士法律相談
（要予約）

《献血の現状》
血液は、人工的に作ることも長期保存もできません。
輸血用の血液をいつでも十分に確保するため、多くの
方の献血が必要です。一方で、献血者数は全国的に
年々減少傾向にあり、特に10代・20代の若年層の献
血者を増やすことが今後の課題となっています。
お子さんが深夜に急病…。病院へ行くべきか迷ったら、
『こども救急電話相談』を利用しましょう！
☎#8000または024-521-3790（午後７時～翌朝８時）

80

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
１日㈬
15日㈬

27

19日㈰ 内科・外科 よこむら整形外科クリニック 1455

65

◦市消費生活センター（本庁舎地下）
問市消費生活センター☎1133
（平日／午前９時～午後５時）

時間

意の窓

内容
会場・問い合わせ先
開設日
種類

善
月の休日救急医療当番医

４

月の無料相談

４

ほか
休日救急医療当番医・無料相談
市長の手控え帖

広報しらかわ 第
号

1
7
2

６/23
[火]

《グランステージ『エル・アルコンー鷹ー』》
「七つの
～青池保子原作「エル・アルコンー鷹ー」
◦ 問い合わせ先 コミネス☎5300（火曜日休館）
海七つの空」より～
◦原 作 青池保子（秋田書店）
◦脚本・演出 齋藤吉正
５/16
8 2 6aska エレクトーンLive
[土]
《Show Stars『Ray ー星の光線ー』》
◦作・演出 中村一徳
【プロフィール】
◦主 演 礼真琴、舞空瞳
▷生年月日
◦時 間 ▷昼の部 開演 午後２時
平成13年８月26日
▷夜の部 開演 午後６時
▷星 座 乙女座
◦会 場 コミネス大ホール
▷血液型 A型
▷出身地 福井県
◦入場料 全席指定（税込み）
S席8,300円／ A席5,500円
Youtube動 画 の 総 再 生
当日券500円増し
回数は１億回を突破！100
※前売り券完売の場合、当日券は販売しません。
万回を超える動画は30本
以 上、 チ ャ ン ネ ル 登 録 者
※未就学児入場不可
は41万人以上（令和元年12月現在）という圧倒
※託児サービスあり（有料です。詳細はお問い合
的人気を誇るプレイヤー！2019年３月27日には、
わせください。）
ヤマハミュージックコミュニケーションズからメ
◦発売日 ３月４日㈬／午前10時
ジャーデビューを果たした。
◦販売所 コミネス窓口
５歳からピアノを習い始め、８歳からエレクト
※３月４日㈬のみ特設発売所を開設します。
ーンも同時に習う。動画投稿サイト「Youtube」 ▷午前10時～午後４時 コミネス小ホール
に自身のエレクトーン演奏動画を投稿し、2016
▷午後４時～８時 コミネス窓口
年１月に投稿した『STAR WARS』の演奏をきっ
※販売枚数には限りがあります。
かけに人気が上昇。テレビ番組でも取り上げられ、
メディアやイベントでも活躍している。福井県在
住、現在高校３年生のエレクトーンプレイヤー。
あ お い け や す

はちにいろく あ

す

こ

さ い と う よ し ま さ

か

な か む ら か ず の り
れ い

ま

こ と

ま い そ ら ひとみ

◀礼真琴

編集・発行／白河市秘書広報課
印刷／㈲さとう総合印刷
令和２年 月１日発行

３

宝塚歌劇星組 全国ツアー
白河公演

◦時 間 開場 午後６時／開演 午後６時30分
◦会 場 コミネス小ホール
◦入場料 全席指定（税込み）
一般3,300円（当日3,700円）／
29歳以下2,000円（当日2,400円）
※未就学児入場不可
◦発売日 ３月16日㈪

※写真と公演内容は異なります。

©宝塚歌劇団

市の現住人口と世帯数（２月１日現在）

市営住宅の募集

男：29,569人
女：30,004人
計：59,573人（ー23）
世帯数：23,413世帯（11）
※（ ）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。
問建築住宅課（表郷庁舎内）内2263

４月の日曜窓口

市役所・各庁舎

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／５日㈰・12日㈰・19日㈰・26日㈰
問本庁舎市民課 内2154

◆白河市役所 本庁舎 ☎1111（代）／ＦＡＸ2577
〒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 ☎2111／ＦＡＸ2234
〒961-0492 表郷金山字長者久保２
◇大信庁舎 ☎2111／ＦＡＸ2409
〒969-0392 大信町屋字沢田15-1
◇東庁舎 ☎2111／ＦＡＸ3584
〒961-0392 東釜子字殿田表50

