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【コロナ対策】支援寄附金
振込口座の開設

高齢者サロン

新型コロナウイルスの感染拡大が
続く中、市内外のさまざまな個人・

ラウンジ

法人の皆様から、ご寄附や物資の寄
贈などの支援が寄せられています。
これらのご寄附などを、市内の医

りぶらん

療や教育現場などへの物資購入など
に有効活用するため「白河を守ろう
コロナ対策支援寄附金」振込口座を

シリーズ

開設しました。詳しくは、お問い合
わせください。
皆様のご協力をお願いします。
◦募集期間 当分の間受け付けます。

子育て
保健

◦口座情報 ▷金融機関 東邦銀行
▷支店名 白河市役所支店
▷預金種目 普通預金
▷口座番号 121283
▷口座名 白河を守ろうコロナ対策
支援寄附金
問本庁舎社会福祉課 内2713

男女共同参画週間
くらしの
情報館

６月23日から29日
までは「男女共同参
画週間」です。

休日当番医・
無料相談ほか
市長の
手控え帖

今年度は「そっか。いい人生は、
いい時間の使い方なんだ。
「 ワクワ
」
ク・ライフ・バランス」をキャッチ
フレーズに、男性と女性がそれぞれ
の個性と能力を発揮できる「男女共
同参画社会」の実現に向け、国など

森林の土地を取得した
ときの届け出
森林の土地の所有者になった方は、

その土地のある市町村へ届け出が必
要です。届け出が不要な森林もあり
ますので、詳しくはお問い合わせく
ださい。
◦対象 地域森林計画の対象となっ
ている民有林
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市土地改良区の一般および維持管
理賦課金の納入期限は、６月30日
㈫です。納期内に忘れずに納入しま
しょう。
問白河市土地改良区☎1158

白河こども食堂

◦届出対象者 個人・法人を問わず、
売買契約のほか、相続・贈与・法人
◦期日 ６月18日㈭ ※第３木曜日
の合併などにより、新たに森林の土
◦時間
地の所有者となった方
▷開店 午後３時30分～７時
◦届出期間 土地の所有者となった
▷食事 午後５時30分～６時45分
日から90日以内
※事前にご連絡ください。
問農林整備課（表郷庁舎内）内2229
◦会場 白河市公設地方卸売市場内

年金相談には予約を
お願いします
年金事務所では、年金の受け取り
に関するお手続きの予約をお願いし
ています。予約が必要な手続きの内
容は、厚生年金加入履歴のある方が
年金の請求手続きをする場合や、ご
家族などが亡くなられた場合の未支
給年金または遺族厚生年金などの請
求、個人の年金額に関することなど
です。
多くの来所者がいるため、予約が
ないと当日受付できない場合があり
ます。また、予約は余裕をもった時
間を指定してください。
※予約の際は、基礎年金番号が分か
る年金手帳や、年金証書またはマイ
ナンバーカード（マイナンバー通知

カード）を用意してください。
でさまざまな取り組みが行われます。 問日本年金機構 ※予約受付専用電
問内閣府男女共同参画局 総務課
話 ☎ 0570-05-4890（ 平 日 午 前
☎03-5253-2111
８時30分～午後５時15分）
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土地改良区の賦課金

（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 ７月６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 ６月25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

くらしの情報館

暮らしに役立つ情報をお届けします！

※情報は５月22日時点のものです。最新情報は、各問い合わせ先にご確認ください。

まちかど
白河市民総合体育大会と
スポーツ教室
《第61回白河市民総合体育大会》
同大会は、新型コロナウイルス感
染症の拡大防止のため、当面の間中

止となります。開催可能な時期にな
りましたら、ご案内します。
《スポーツ教室》
同教室は、６月から次のとおり開
催する予定です。詳しくは、お問い
合わせください。

▷集中！命中！弓道教室
６月１日・４日・８日・15日・18
日・22日・25日・29日／月・木曜日
▷ジュニアトランポリン教室
６月11日・18日・25日、７月９
日・23日・30日／木曜日
▷ジュニアゴルフ教室
６月14日・21日・28日、７月５
日・12日・19日／日曜日
▷合気道教室
６月21日・28日、７月５日・12
日・19日／日曜日
▷アーチェリー教室
６月27日、７月４日・11日・18
日・25日／土曜日
《楽トレファイヤー配信中！》
市体育協会では、楽しく
気軽にトレーニングができ
る動画を配信しています。
栄養・睡眠・適度な運動（散歩や
縄跳びなど）・笑いで免疫力をアッ
プして、ウイルスに負けない身体を
維持しましょう！
問NPO法人白河市体育協
会事務局☎8655

施 設

こまいぬ

狛犬フォトコンテスト
県南地方の財産である狛犬の写真

を募集します。
◦対象 県南地方にあり、江戸時代
こ まつ
から昭和時代へ続く三代石工（小松
り へい

こ まつとらきち

※最新状況は、お問い合わせいただ
くか市ホームページをご覧ください。

歴史民俗資料館
中田7-1

こ ばやし わ へい

利平・小松寅吉・小林和平）の作品
に限ります。
◦応募期間 ７月１日㈬～12月31
日㈭ ※当日消印有効
◦応募方法 対象となる狛犬の写真
をA ４サイズでプリントして、応募
用紙を添付のうえ、郵送または持参
してください（１人３点まで）。詳

しくは、お問い合わせください。
※作品の著作権は、主催者に移転す
るものとします。
※応募用紙は、本庁舎観光課・各公
民館などで配布しています。
《作品の展示期間・表彰式》
◦展示期間／時間
令和３年２月12日㈮～２月14日㈰
／午前10時～午後４時
◦表彰式 令和３年２月12日㈮
◦会場 東文化センター（東釜子）
問福島県県南地方狛犬ネットワー
たか く
ク事務局☎090-1493-6632（高久）
しち だ
／☎080-3940-0712（七田）

☎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」
こ う ぎょく

ひ すい

せいたいしゅ

硬玉（翡翠）製大珠
〈市指定文化財、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
いま い しゅせん

※「今井珠泉展」は、延期となりま
す。開催時期が決まりましたら、お
知らせします。
◦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」 ※６月５日㈮まで展示室
２・３は展示替えのため閉室します。

か しま

▲鹿島神社（東下野出島）の狛犬

らくおうこうきょかんさんかく し えん ず

は ぐろ

▲羽黒神社（借宿）の狛犬

も ほん

楽翁公居館三郭四園図模本（複製）
〈小峰城歴史館
（原本は国立国会図書館）蔵〉
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