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ラウンジ

３月31日付け定年退職者

りぶらん

▷市長公室長
長 木村信二

藤田光徳 ▷総務部
▷市民生活部長 川

シリーズ

瀬忠男 ▷大信庁舎振興事務所長
菅森利栄 ▷会計管理者兼会計課長
大谷成孝 ▷総務部付理事（白河地

保健

方広域市町村圏整備組合理事兼事務
局長）草野光一 ▷保健福祉部理事
兼こども未来室長 村越美穂子

くらしの
情報館

▷総務部付課長（白河地方広域市町
村圏整備組合滞納整理課長）橋本浩
一 ▷市民生活部市民課長 戸倉美
智子 ▷さくら保育園長 中野目秀

手話

ふれあいを通して、
農業に対する理解を深めていただく
ため、白河関の森公園（旗宿）の市
民農園を貸し出します。

◦日時 ５月23日㈯／午後１時
※大信庁舎発
◦会場 埼玉県戸田市荒川河川敷
◦参加費 6,150円
◦定員 60人 ※先着順

◦申込期間 ４月24日㈮まで
※定員に達した場合、受け付けを終
了させていただく場合があります。
◦申込先 福島交通観光 白河支店

試験を次のとおり実施する予定です。 ☎3151／ Eメール shirakawa@
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③用紙は半紙とし、記載事項はすべ
て毛筆で自書してください。
④病気または身体障がいのため毛筆
にて自書できない場合は、代筆やパ
ソコンなどの使用も可能です。視覚
障がいの方は、点字で詠進しても差
し支えありません。
お題「実」

戸田橋花火大会
観覧バスツアー

番号・住所・電話番号・氏名（本名、
ふりがな付き）・生年月日・性別・
職業（具体的に）を縦書きで書いて
ください。

○○○○○○○

◦貸出区画数 ※先着順
10区画（１区画約100㎡）
◦貸出期間 ４月～令和３年３月
※更新手続きにより継続利用可能
◦利用料
年額6,000円（１か月500円）
◦申込方法 農政課にある書類に記
入のうえ、お申し込みください。
問農政課（表郷庁舎内）内2223

②書式は習字用の半紙を横長に用い、
右半分にお題と短歌、左半分に郵便

○○○○○○○

令和３年４月１日以降採用の採用

市では、市民の
皆さんに野菜など
の栽培や自然との

し支えありません。
◦詠進要領
①お題を詠み込んだ自作の短歌で一
人一首とし未発表のものに限ります。

（山折り）

市職員採用試験

市民農園利用者

◦お題 「実（じつ）」
※「実」の文字が詠み込まれていれ
ばよく、熟語にしても訓読しても差

ふりがな

市長の
手控え帖

集

▷９月20日㈰ 高校卒程度・資格
免許職（幼稚園教諭・保育士等）
問本庁舎総務課 内2315

〒住所
電話番号
氏名
生年月日
性別

休日当番医・
無料相談ほか

募

受験資格や募集人数など詳しくは、 fkk21.com
４月下旬に市ホームページおよび広
問大信庁舎地域振興課☎2111
報しらかわ５月号でお知らせします。
令和３年歌会始のお題
◦試験日・試験職種
および詠進歌の詠進要領
▷６月28日㈰ 大学卒程度等

職業

高齢者サロン

子 ▷たいしん保育園長 筧幸子
▷中央公民館長 橋本薫 ▷大沼幼
稚園長 古川京子 ▷小田川幼稚園
長 深谷リイ子 ▷関辺幼稚園長
緑川幸子 ▷表郷幼稚園長 山下由
利子 ▷大信幼稚園長 室良子
▷ひがし幼稚園長 藤沢律子 ▷農
業委員会事務局長 斎藤博秀 ▷図
書館主幹兼副館長兼係長 河崎和昭
▷監査委員事務局主幹兼事務局次長
兼係長 高久照雄 ▷教育委員会事
務局健康給食推進室長
補佐兼係長 佐藤すみ
子

暮らしに役立つ情報をお届けします！

◦詠進期限 ９月30日㈬（消印有効）
◦宛先 〒100-8111 宮内庁
※封筒に「詠進歌」と書き添えてく
ださい。詠進歌は折って封入して差
し支えありません。
※詳しくは、宮内庁ホー
ムページをご覧ください。
問宮内庁式部職

http://www.kunaicho.go.jp/

福島県警察官等採用
候補者試験
《警察官Ａ（大学卒程度）・警察官Ｂ
（高校卒程度）》
◦第１次試験日
９月20日㈰
◦受付期間 ７月27

日㈪～８月21日㈮
《県職員警察事務（大学卒程度）》
◦第１次試験日 ６月28日㈰

◦受付期間 ４月16日㈭～５月22
日㈮
《県職員警察事務（高校卒程度）》
◦第１次試験日 ９月27日㈰
◦受付期間 ８月３日㈪～21日㈮
問白河警察署警務課☎0110

お願い
身体障がい者等のための
自動車税種別割の減免手続き

食品ロスを減らして、環境や家計に
とってもプラスになるような簡単な
工夫を紹介します。

《買い物編》
①賞味期限を正しく理解しましょう
②買い物前に冷蔵庫
をチェックして、必
要なものだけ買いま
しょう

③食材は残さず使い切りましょう
問本庁舎環境保全課 内2165／各
庁舎地域振興課 表郷☎2112
大信☎2113

東☎2112

犬の登録と
狂犬病予防集合注射
生 後 91日 以 上 の
犬は、生涯１回の登
録と年１回の狂犬病
予防注射の接種が法
律で定められています。必ず登録し、
予防注射を受けてください。
登録が済んでいる飼い主の方には、
事前に狂犬病予防注射申請書と会場
案内を送付します。申請書の裏面が
問診票になっていますので、注射を
受ける際は忘れずにお持ちください。
◦実施日
▷白河地域 ４月18日㈯～23日㈭
▷表郷地域 ５月13日㈬・14日㈭

身体障害者手帳・療育手帳・精神
障害者保健福祉手帳などの交付を受
けている方のために使用される自動
車で、４月１日現在で一定の要件に
該当するものは、申請により自動車
税種別割が減免されますので、４月
１日㈬から納期限（６月１日㈪）ま
でに減免申請手続きをお願いします。 ▷東地域 ５月18日㈪・19日㈫
▷大信地域 ５月20日㈬・21日㈭
減免となる障がいの範囲・申請手
※各会場の時間など詳しくは、回覧
続きなど詳しくは、ホー
文書または市ホームページでご確認
ムページをご覧になるか、
お問い合わせください。
問県南地方振興局県税部☎1519

食品ロスを減らそう
大切な食べ物を無駄なく消費し、

くらしの情報館
庁舎地域振興課 表郷☎2112
大信☎2113 東☎2112

案

内

春の全国交通安全運動
◦期間 ４月６日㈪～15日㈬
◦運動のスローガン
「スマホより 横断歩道の 僕を見て」
◦運動の重点
①子供を始めと
する歩行者の安
全の確保

②高齢運転者等の安全運転の励行
③自転車の安全利用の推進
問本庁舎生活防災課 内2167

「あったかカフェ」に
来てみませんか？
認知症の方やその家族
がホッと一息つける場所
「あったかカフェ」を開
催しています。
カフェでは、認知症ボランティア
「あんしんメイト」と、介護などの
相談を受ける包括支援センターの職
員が、ご利用をお待ちしています。
◦開催日 毎月第１・第３木曜日
（祝日はお休み）※事前申込不要
◦時間 午後１時30分～３時30分
◦会場 マイタウン白河 地下会議
室（本町）

ください。
◦利用料 無料（飲み物は各100円
◦費用 3,250円（注射料2,700円、 でお楽しみいただけます）
注射済票550円）
※犬の登録には、登録料3,000円が
別途必要です。
問本庁舎環境保全課 内 2165／ 各

※新型コロナウイルス感染症対策の
ため、４月は休止させていただきま
す。
問本庁舎高齢福祉課 内2729
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暮らしに役立つ情報をお届けします！
ポン券の対象品目に、離乳食・離乳
食用調理器具・乳幼児用食器が追加

内

ラウンジ

されます。
今お持ちのクーポン券をそのまま
使用できますので、有効期限までに

４月分からの
国民年金保険料額

りぶらん

取扱店にてご利用ください。
４月から令和３年３月までの国民
問本庁舎こども支援課 内2733
年金保険料は、月額16,540円です。

シリーズ

日本年金機構から４月中に送付され
る納付書により、金融機関・郵便局
・コンビニエンスストアで納付する

保健

か、事前申込による口座振替で納付
してください。
保険料が未納の場合、将来の年金

くらしの
情報館

額が少なくなるだけでなく、障害年
金・遺族年金などが受け取れない場
合があります。毎月の納期限（翌月
末日）までに、忘れずに納付しまし

手話
高齢者サロン
休日当番医・
無料相談ほか
市長の
手控え帖

ょう。
前納による割引制度や、納付が困
難な方を対象とした免除・納付猶予
制度（学生は学生納付特例制度）が
ありますので、ご相談ください。
《学生納付特例制度の更新月です》
前年度すでに学生納付特例の承認
を受けている方で、令和２年度も同
じ学校に在学予定の方は、日本年金
機構から送付されるはがきで更新で
きます。毎年更新が必要ですので、
忘れずに届け出をお願いします。は
がきが届かない場合は、お問い合わ
せください。
問本庁舎国保年金課 内2174／白
河年金事務所☎4161

赤ちゃんクーポン券
対象商品の拡充
４月１日以降、
白河っ子すくす

見本

く赤ちゃんクー
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白河市勤労者互助会

労働組合のない事業所で働く方や

事業主の方を対象に、共済事業やイ
ベント・各種講習会などの福利厚生
事業を行います。

◦対象 市内事業所の事業主・市内
事業所勤務者・市内居住の勤労者
※試用期間中の方・70歳以上の方は
除きます。
◦会費 ▷入会金 1,000円
▷年会費 500円 ▷共済掛金 月
々500円（共済加入希望者のみ）
※事業主が従業員の入会金・会費を
負担する場合、必要経費として税制
上の控除が受けられます。
◦申し込み・問い合わせ先
同事務局（商工課内）☎5910

三世代同居・近居支援
補助金
市では、子世帯と
親世帯が新たに同居
または近居するため
に「住宅を取得」
「持

▷住宅取得補助金 最大90万円
▷増改築リフォーム補助金

最大45万円
※対象者や住宅などに要件がありま
す。要件を満たさない場合は補助の

対象となりませんので、希望する方
は必ず要件をお問い合わせください。
◦申し込み・問い合わせ先
建築住宅課（表郷庁舎内）内2265

来て「しらかわ」
住宅取得支援事業補助金
市では、人口減少対策と地方創生
の実現のため、市に移住する住宅取

得費用の一部を補助します。
※補助対象住宅を取得してから６か
月以内の申請が必要です。詳しくは、
お問い合わせください。
◦募集期間
４月13日㈪～令和３年１月29日㈮
◦補助金額
▷県外から移住 60万円～200万円
※県の補助金を含む
▷市外から移住 30万円～100万円
◦対象
①自ら居住するために住宅を取得し
た県外または市外からの移住者
②取得日以前の市外在住期間が１年
以上である方
③移住後、３年以上定住する方
④申請した年度内に移住が完了する
方
◦住宅要件

ち家を増改築リフォーム」する場合、 ①取得する新築（中古）住宅の契約
費用の一部を補助します。
日が平成30年４月１日以降である
◦募集期間
４月13日㈪～令和３年１月29日㈮
◦補助金額 補助対象経費の２分の
１または基本額と加算額の合計額の
いずれか低い額

こと
②取得する住宅の延べ床面積が誘導
居住面積水準を満たすこと
◦申し込み・問い合わせ先
建築住宅課（表郷庁舎内）内2264

まちかど
白河こども食堂
◦期日 ４月16日㈭ ※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）
だい
問白河こども食堂支援センター（大
とう じ
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 ４月16日㈭
◦時間 午前６時30分～８時10分
◦会場 大統寺本堂（馬町）
《写経会》
◦期日 ４月23日㈭ ※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

問大統寺☎2723／FAX3731／
Eメール soutetsu7@ybb.ne.jp

星空観望会
◦期日
◦時間

４月26日㈰
午後７時30分～９時

※曇りや雨の場合は中止します。
◦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、春の星座
◦参加費 無料
問白河天文同好会

☎090-6785-2503

お ぐら

小椋

スポーツ教室
《初中級者テニス教室（春季）》
◦期日
◦時間
◦対象

５月２日㈯～５日㈷
午前10時～正午
高校生20人

くらしの情報館
◦対象

小学２年～６年生30人

◦申込期間 ５月７日㈭～15日㈮
《集中！命中！弓道教室》

◦期日 ５月25日・28日、６月１日
・４日・８日・15日・18日・22日
・25日・29日／月・木曜日
◦時間 ▷昼の部 午前10時～正午
▷夜の部 午後７時～９時
◦対象 中学生以上各15人

◦申込期間 ５月７日㈭～18日㈪
《レベルアップ中学生スポーツ教室》
より専門的な指導により、運動技
能の向上や各種目の特性と楽しさに

◦申込期間 ４月16日㈭～24日㈮
触れることを目的とした教室です。
《ゲートボール教室》
日程・受講料などは、４月上旬に
◦期日 ５月11日、６月１日・15日、
各中学校を通してお知らせします。
７月６日・20日、８月17日、９月７
◦種目 サッカー・バドミントン・
日・28日／月曜日
卓球・剣道・ライントレーニング
◦時間 午前９時～11時
◦対象 中学生各20人程度
◦対象 一般男女10人
※ライントレーニングは、小学生・
◦申込期間 ４月20日㈪～５月１
一般男女も受講可能です。
日㈮
《だれでもできるドッジボール教室》 問NPO法人白河市体育協会事務局
☎8655
◦期日 ５月７日・14日・21日・28

日、６月４日／木曜日
◦時間 午後７時～８時
◦対象 小学生15人
◦申込期間 ４月22日㈬～30日㈭
《登山教室》
◦期日 ５月24日㈰
◦時間 午前６時～午後５時

◦場所 日光霧降高原キスゲ平（栃
木県日光市）
◦対象 一般男女20人
◦申込期間 ４月27日㈪～５月７

日㈭
《跳べ！ジュニアトランポリン教室》
◦期日 ５月21日・28日、６月11
日・18日・25日、７月９日・23日
・30日／木曜日
◦時間 午後７時～８時30分

なすかしの森
ボランティア養成研修
ボランティア活動に必要な知識・
技術を学びます。
◦期日 ５月９日㈯～10日㈰（１泊）
◦対象 高校・短大・大学・専門学
校生、社会人、その他ボランティア
活動に興味・関心がある方
◦募集人数 30人程度
◦参加費 3,000円
◦申込期間 ４月１日㈬～５月１日㈮
◦申込方法 ホームペー
ジの申し込みフォームか
らお申し込みください。

問国立那須甲子青少年自然の家
☎2331
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暮らしに役立つ情報をお届けします！

施

設

屋内遊び場「わんぱーく」
本町２ マイタウン白河４階
☎21-9980

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
入館料 無料

◦展示内容
♢平常展示「白河の歴史と文化」

◦時間 午前９時～午後４時
◦無料開放施設

▷総合運動公園（陸上競技場・中央
体育館・国体記念体育館・テニスコ
ート・アナビースポーツプラザ）☎

8971 ▷しらさかの森スポーツ
公園（テニスコート）☎2322
▷大信総合運動公園（トレーニング
センター・テニスコート）☎2284
こ

ち

▷東風の台運動公園（東体育館・テ
ニスコート）☎3644

じんめんつき や よ い

《利用案内》
◦対象 小学３年生以下の子どもと
その保護者
◦利用時間 ※90分の入れ替え制

①午前10時～11時30分
②午後１時～２時30分
③午後３時～４時30分
◦休館日 木曜日・年末年始（12月
28日～１月４日）
※木曜日が祝日の場合は翌平日
◦利用料 無料
《イベント情報》
毎月、おもちゃ作り
教室などのイベントを
開催予定です。
詳しくは、決まり次
第お知らせします。
な か や ま ぎ しゅう

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

◦展示内容／会期

♢テーマ展「小説原稿にみる義秀の
書風変遷」
♢５月24日㈰まで

ど

き

人面付弥生土器
〈歴史民俗資料館蔵〉

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20人以上の団体割引料金

◦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
「小峰城の歴代城主と美術」

ま つ だいら さ だ の ぶ

だ る ま

松平定信 達磨図
〈歴史民俗資料館蔵〉

体育施設無料開放
５月５日㈷「こど
もの日」は、ファミ
リースポーツデーと
して、次の施設を無
料で利用できます。

▷各市民

体育館
問本庁舎生涯学習スポーツ課
内2385

白河関の森公園
旗宿白河内7-2

☎32-2921

《五月人形展示》
◦期日 ４月８日㈬
～５月６日㈬
◦時間 午前９時～
午後４時
◦会場 ふるさとの家（同公園内）

南湖森林公園
菅生舘1-1

☎27-1101

住所・氏名・年齢・電話番号を明
記のうえ、FAX・Eメールまたは郵
送でお申し込みください。
《楽しい森林体験教室》
◦期日 ５月17日㈰
◦時間 午前10時～正午
◦定員 40人程度
◦内容 同公園の間伐材
を利用した丸太切りとコ

ースター作り、アルミ缶を使ったモ
グラ除け用の風車作り
問NPO法人南湖森林公園案内人の会
☎1101／FAX6321／Eメール
nanko.s.a@sage.ocn.ne.jp

広報しらかわ
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