Living information
お知らせ
手話
高齢者サロン

掲載している情報は５月
22日時点のものです。新型
コロナウイルス感染症の拡
大防止のため、変更となる
場合があります。
最新情報は、各問い合わ
せ先にご確認ください。

ラウンジ

募 集
しらかわ音楽の祭典
ジュニアコーラス参加者

りぶらん

第24回しらかわ音楽の祭典第１
部「市民音楽祭」に出演する参加者

シリーズ
子育て
保健

を募集します。
詳しくは、市ホームペ
ージをご覧ください。
◦期日 11月７日㈯ ※時間未定
◦会場 コミネス大ホール
◦対象 市内小・中・高校生
かわ せ
ゆ み こ
◦講師 ▷指揮 川瀬 由美子氏
しらさか ひろ こ
▷ピアノ 白坂 裕子氏 ほか
◦申し込み・問い合わせ先
本庁舎文化振興課 内2387

くらしの
情報館

税務職員採用試験
（高校卒業程度）

休日当番医・
無料相談ほか

◦受験資格 ①令和２年４月１日時
点で高校卒業後３年を経過していな
い方、および令和３年３月までに高

市長の
手控え帖

校を卒業する見込みのある方
②人事院が①に掲げる方に準ずると
認める方
◦受付期間 ６月22日㈪～７月１
日㈬
◦申込方法

ホームページよりお申

し込みください。
◦第一次試験日 ９月６日㈰
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暮らしに役立つ情報をお届けします！
問仙台国税局人事第二課試験研修係
☎022-263-1111
人事院東北事務局
☎022-221-2022

放送大学入学生
放送大学は、10月入学生を募集

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。
問下水道課（白河都市環境センター）
☎0910

道路穴ぼこ通報強化週間

しています。10代～90代の幅広い
世代から約９万人の学生が、大学を
日常生活に最も身近な道路に、よ
卒業したい、学びを楽しみたいなど、 り関心を持ち、市民総ぐるみで事故
さまざまな目的で学んでいます。
の未然防止に取り組んでいけるよう
心理学・福祉・経済・歴史・文学
・情報・自然科学など、約300の授

「道路穴ぼこ通報強化週間」を実施
します。

業科目があり、１科目から学べます。 市内の道路で穴ぼこを見つけた場
詳しい資料を送付しますので、お気 合は、場所を特定したうえで、ご連
軽にお問い合わせください。
絡ください。
◦出願期間
◦期間 ６月15日㈪～26日㈮
▷第１回 ８月31日㈪まで
▷第２回 ９月15日㈫まで
◦資料請求・問い合わせ先
放送大学福島学習センター
☎024-921-7471

◦通報・問い合わせ先
道路河川課（表郷庁舎内）内2274
各庁舎事業課 表郷☎4786
大信☎2115 東☎2114

お願い
下水道への早期接続を

白河市民芸能大会の中止

▲補修前の道路の穴ぼこ

農地の保全管理
水田の周りで刈り取った草が用水
路に流れ込むと、用水路などが詰ま

清潔で住み良いまちにするため、
下水道が整備された地域にお住まい
で、まだ接続していない方は、下水

今後も草刈りなど、農地の適正な
管理をお願いします。
問農業委員会事務局（表郷庁舎内）

か、道路側溝や河川がきれいになり、 る原因となります。草刈りを行う際
自然環境を守ることにもつながりま は、刈り取った草が用水路に流れな
す。
いように注意して作業してください。

内2241

国では、消費税率引き上げに伴う

７月に開催している「白河市民芸
能大会」は、新型コロナウイルス感

需要平準化対策として、９月からマ
イナポイントを活用した消費活性化
策の実施を予定しています。利用者
が選択したキャッシュレス決済サー

は申し訳ございませんが、ご理解の
程よろしくお願いします。
問本庁舎文化振興課 内2387

あたり上限5,000円分）がマイナポ
イントとして付与されます。
ポイントを活用するには、マイナ
ンバーカードの取得およびマイナポ

染症の拡大防止のため、開催中止と
なりました。
開催を楽しみにしていた皆さまに

市民総ぐるみ市内一斉
清掃の中止
新型コロナウイルス感染症の拡大

を防止し、市民生活の安全を確保す
るため、市民総ぐるみ市内一斉清掃
は中止となりました。
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

2020国勢調査

下水道に接続すると、家庭からの
生活排水を直接下水道に流せるよう
になります。また、悪臭や害虫の発
生を抑え、生活環境が改善されるほ

道への早期接続をお願いします。

案 内

マイナポイントを活用し
た消費活性化策

令和２年10月１日を基準日とし
て、国勢調査を実施します。
国勢調査は、大正９年（1920年）
の第１回調査以来、国の最も基本的
で重要な統計調査として５年ごと
に実施しており、2020年に実施す

ビスで「前払い」または「物品等の
購入」を行った場合に25％（１人

イントの予約が必要です。ポイント
の利用時期が近づくと、マイナンバ
ーカードの交付申請が混み合い、交

付までに時間がかかる場合がありま
す。お早目にお申し込みください。
▷マイナンバー総合フリーダイヤル
☎ 0120-95-0178 ※ マ イ ナ ポ イ
ントに関するお問い合わせ先
問本庁舎企画政策課 内2329

戦没者等の遺族に対する
特別弔慰金
今日の日本の平和と繁栄の礎とな
った戦没者等の尊い犠牲に思いをい
たし、国として改めて弔慰の意を表
すため、戦没者等のご遺族に特別弔
慰金を支給します。
◦対象者 令和２年４月１日（基準

日）時点で「恩給法による公務扶助
る調査は、100年の節目を迎えます。 料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護
法による遺族年金」などを受ける方
結果は、国および地方公共団体の
（戦没者等の妻や父母）がいない場
各種行政施策はもとより、企業・団
合に、優先順位の高いご遺族お一人
体、その他各方面の利用に提供され
に支給します。
ています。詳しい実施方法は、広報
しらかわ８月号でお知らせします。
問本庁舎企画政策課

内2327

◦支給内容 額面25万円、５年償
還の記名国債

くらしの情報館
◦申込期限 令和５年３月31日
※期限を過ぎると請求できませんの
で、ご注意ください。
◦申し込み・問い合わせ先
本庁舎社会福祉課 内2712

各庁舎地域振興課 表郷☎2113
大信☎3974 東☎2113

肢体不自由者巡回相談会
◦期日

７月20日㈪

◦時間 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
すず き みき お
長兼手術部長 鈴木 幹夫氏
◦申込期限 ７月10日㈮
◦申し込み・問い合わせ先 本庁舎
社会福祉課 内2715

金婚夫婦の表彰
県老人クラブ連
合会と福島民報社
では、金婚式を迎
える夫婦を表彰し
ています。表彰を
希望する方は、市（本庁舎高齢福祉
課・各庁舎地域振興課）または各老
人クラブへお申し込みください。

な お、 昭 和 44年 以 前 に 結 婚 し、
昨年までに申し込みをしなかった金
婚夫婦も受け付けています。
◦対象 昭和45年１月１日から12
月31日までに結婚した夫婦
◦申込期限 ７月３日㈮
問本庁舎高齢福祉課
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