Living information
お知らせ

募 集

空き店舗バンクツアー

ラウンジ

陸上自衛隊高等工科学校
◦応募資格

中学校を卒業（見込みを

「空き店舗バンク」に登録されてい

る物件を紹介するツアーを開催します。
中心市街地への出店を検討している方
はぜひご参加ください。

りぶらん

含む）した17歳未満の男子

◦期日

◦受付期間

◦集合場所

♢推薦

11月１日㈰～30日㈪

シリーズ

◦試験日

１月10日㈰または11日㈷

◦会場

陸上自衛隊高等工科学校（神

奈川県横須賀市）

子育て

◦募集人員

約90人

◦受付期間

11月１日㈰～１月６日㈬

♢一般

◦試験日

１月23日㈯

◦会場

県内の会場

保健

◦募集人員

約260人

11月27日㈮

◦集合時間

本庁舎正面玄関前

※事前の申し込みが必要です。
◦申し込み・問い合わせ先

まちづく

り推進課（表郷庁舎内）内2744

成年後見制度講演会
（無料）
認知症や知的障がい・精神障がいな

るための「法定後見制度」や、判断能
力が不十分となった場合に備えて本人

事務所☎0372

意後見制度」について、理解を深める

問自衛隊福島地方協力本部

白河地域

くらしの
情報館

令和３年度
白河准看護学院生徒

があらかじめ任意後見契約を結ぶ「任
講演会を開催します。
◦期日
◦時間

手話

高校卒業（見込みを含む） ▷講演

または同等の学力を有する方

◦会場

午後１時30分から

午後２時～３時30分

市立図書館りぶらん地域交流

※中学校卒業でも履修が可能であると

会議室

※社会人枠入試は、20歳以上で２年

◦内容

◦定員

祉士事務所 社会福祉士 谷川ひとみ氏

認められる方を含む（年齢・性別不問）。 ◦定員
高齢者サロン

以上の就労経験があり、専願の方。
30人

休日当番医・
無料相談ほか

《一般入試》
◦試験日
▷２期

▷１期

２月４日㈭

２月18日㈭

◦試験科目

国語・数学・作文・面接

市長の
手控え帖

《社会人枠入試》
◦試験日

12月17日㈭

◦試験科目

作文・面接

※受付期間など詳しくは、お問い合わ
せください。

問白河医師会白河准看護学院☎3701
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25人

※先着順

な成年後見制度」▷講師

谷川社会福

たに がわ

12月４日㈮

◦申し込み・問い合わせ先
本庁舎高齢福祉課

第４回れきしら解説講座
（無料）

みとり

◦時間

▷受付

◦会場

コミネス小ホール

編・上級編をテキストに、中世の白河

▷講演「人生100年時代！安

白河の歴史について、市の学芸員が解

▷講演
◦定員

午後１時30分

白河歴史の手引き「れきしら」入門

午後２時～４時
150人

ゆう き

※先着順

なくなる前に」※医療従事者による特
別召集劇団『あずま座』▷講師

福島

県立医科大学 白河総合診療アカデミ

ー准教授 白河厚生総合病院 総合診療
あずま てる ひさ

科部長 東光久氏

◦申し込み・問い合わせ先

白河地域在宅医療拠点センター
☎8923

在宅ワーク入門講座
STEP①
在宅ワークや副業・イン

ターネットを使った働き方
に興味がある方などを対象

ホームページをご覧ください。
◦期日

11月25日㈬・26㈭

◦会場

マイタウン白河（本町）

◦時間
◦定員

▷演題「知って役立つ！身近

◦申込期限

いい

11月30日㈪

にセミナーを開催します。詳しくは、

12月７日㈪
▷受付

◦期日

心して生きるコツ」▷寸劇「何も言え

午後１時30分

どで判断能力が不十分な方の権利を守

※予定

座を開催します。

◦内容

※詳しくは、お問い合わせください。

◦受験資格

暮らしに役立つ情報をお届けします！

※情報は10月23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。

内2224

市民公開講座（無料）
もしものときのために、自分が望む

医療やケアを前もって考え、家族など
支えてくれる人たちと話し合いを行う
「人生会議」について理解を深める講

◦内容

を治めた「白河結城家」のはじまりと
説します。

※本講座は、しらかわ検定の勉強会で
はなく、歴史の解説講座です。
◦期日

12月５日㈯

◦会場

サンフレッシュ白河（久田野）

◦時間
◦定員

午前10時～11時30分
50人

※先着順

※事前の申し込みが必要です。

しています。

◦申し込み・問い合わせ先

まちづくり推進課（表郷庁舎内）
内2746

東洋大学出前講座（無料）

15人程度

◦会場

市産業プラザ人材育成センタ

問㈱クラウドワークスセミナー担当

メール worker-support@crowdworks.co.jp

市社会福祉協議会
保健師・看護師・准看護師

◦時間

午後２時30分～４時

白河ユネスコ協会事務局（本庁舎生涯
学習スポーツ課内）内2383

語」
へのアプローチ・現代への架橋－
◦定員

40人

◦申込期限

※先着順

内2383

内2140

冬季の省エネ
冬季は、暖房機器の使用などで電力

固定資産税の家屋調査

房を心がけ、省エネに努めましょう。

１月２日以降に新築・増築された家

を算出するための調査を行っています。

要因となる二酸化炭素の排出量が増加
します。

室内の温度は20℃を目安に適温暖

問本庁舎環境保全課

内2140

狩猟解禁
11月15日㈰から２月15日㈪（イノ

日程調整の文書を送付しますので、ご

シシ・ニホンジカは３月15日㈪）まで、

資産評価補助員証」を携帯しています）。

ルを守り、安全な狩猟を心がけてくだ

協力をお願いします（調査員は「固定
また、家屋の取り壊し・用途変更を

した方は、申告書を提出してください。
問本庁舎税務課

内2160

個人事業税の納期
個人事業税は、個人で事業を行って

年度の第２期分の納期限は、11月30

また、口座振替を利用されている方

は、納期限までに預金残高の確認をお
問県南地方振興局県税部

☎1517

灯油の流出にご注意を！
これから冬にかけて、灯油の流出事

書きそんじハガキは、１枚45円相当

故が発生しやすくなります。灯油の流

い子ども約6,100万人、読み書きので

水質汚濁や土壌の汚染など生活環境に

の募金となり、世界中で学校に通えな

問本庁舎環境保全課

お願い

願いします。

11月25日㈬

◦申し込み・問い合わせ先

日頃から、灯油の管理を適正に行い、

の消費量が増え、地球温暖化の大きな

日㈪です。忘れずに納めてください。

い合わせいただくか、ホームページ・

☎1159

◦届け先・問い合わせ先

の日本文学 歌枕・旅枕・恋枕－「源氏物

白河
（福島）
にみる＜恋－愛＞

書きそんじハガキ
回収キャンペーン

問市社会福祉協議会

※期間外でも随時受け付けています。

いる方に課税される県の税金です。今

◦内容

本庁舎生涯学習スポーツ課

ハローワーク白河でご確認ください。

12月１日㈫～２月26日㈮

ー（中田）

令和３年３月新規大学等卒業予定者

を対象に募集します。詳しくは、お問

流出事故を防ぎましょう。

◦期間

対象となる家屋の所有者には、事前に

11月29日㈰

ソコンを使った模擬体験ワークなど

されます。

※れきしらは、市役所売店ほかで販売

◦期日

クラウドソーシングとは／パ

悪影響を及ぼします。

の場（寺子屋）を提供するために活用

屋について、令和３年度の固定資産税

編、筆記用具

午前９時30分

※先着順

きない大人約７億5,800万人に、学び

「れきしら」入門編・上級

◦持ち物

くらしの情報館

出は、火災の危険はもとより、河川の

狩猟が解禁になります。狩猟者はルー
さい。狩猟期間中にイノシシを捕獲し
た方（市内に住所を有する方）には、
１頭あたり２万円の捕獲報奨金を交付
します。交付要件・申請方法など詳し
くは、市ホームページをご
覧いただくか、お問い合わ
せください。

問農林整備課（表郷庁舎内）内2229
白河中央スマートインターチェンジ

夜間通行止め

東北自動車道白河中央スマートイン

ターチェンジの法面災害復旧工事を実
施するため、上り線出口（仙台方面か

らの出口）の夜間通行止めを行います。
※上り線入口（東京方面への入口）は
通常通り利用できます。
◦期間
６日㈫
◦時間

11月９日㈪～令和３年４月

※土・日・祝日は行いません。
午後８時～翌午前６時

問道路河川課（表郷庁舎内）内2274
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※運転資金は３年以内（据置なし）

案 内

ラウンジ

▷貸付利率

１％以内

▷保証人等

りぶらん

練習の成果を、ぜひご視聴ください。

シリーズ

じ

こう りょう

富寿会、虹繚会、びゃっこい連、東・

◦対象者

NA・SHI・RAベリーダンス教室

いた方で、全壊・大規模半壊・半壊解

みん えい

平成23年に発生した東北

子育て

輪の会、白河民舞愛好会、白河民栄会、 地方太平洋沖地震時、本市に居住して

問本庁舎文化振興課

内2384

保健

市農業振興特別資金
融資制度
◦対象

市内に住所を有し、農業の経

体のいずれかで基礎支援金を申請して
おり、次の①または②に当てはまる方
①「建設・購入」
「補修」
「賃貸住宅（公
営住宅を除く）」のいずれかで住宅を

再建し、加算支援金を申請していない

くらしの
情報館

営改善に取り組む農業者で、前年度の

②「賃貸住宅（公営住宅を除く）」で

◦融資条件

設・購入」
「補修」のいずれかで住宅を

市民税を完納している方

加算支援金を申請したが、その後「建

▷融資限度額

再建した

250万円以内

手話

▷資金使途

農業用機械・施設の購入、 ◦申込期限

▷融資期間

５年以内
（据置２年上限）
↗

緊急的に必要な運転資金

令和３年４月10日㈯

※基礎支援金の申請は、令和２年４月
10日で終了しています。

↗

高齢者サロン
休日当番医・
無料相談ほか

問議会事務局

午前10時から／本庁舎４階 議場
内2412

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、傍聴の

市長の
手控え帖

12/ ７㈪

19

定例会開会

◀議会中継・
動画配信は
こちらから

内容

一般質問・上程議案に対する質疑、委員会付託（請願・陳情）

14㈪

一般質問・上程議案に対する質疑

15㈫

一般質問・上程議案に対する質疑、委員会付託（議案）

16㈬

常任委員会

18㈮

定例会閉会

2020.11（Ｒ2)

金メ

ダル」をスローガンに同運動を実施し

皆さんがより健康な生活を送れるよう、
調査・分析するものです。

60歳～75歳の国民健康保険被保険

します。

置し、定期的に点検を行って維持・管
理をお願いします。

問白河地方広域市町村圏白河消防署
☎2155

専門相談員が借金を抱えお悩みの方

護士などの専門家に引き継ぎを行う相

談会を開催します。秘密は厳守します。
◦期日

12月８日㈫

◦会場

マイタウン白河（本町）

午前11時～午後３時

◦申込期限

12月７日㈪

福島財務

事務所 理財課☎024-533-0064
白河厚生総合病院

開錠時間が変わりました
同病院では、新型コロナウイルス感

染症などの拡大防止のため、正面入り

口の開錠時間を午前７時30分に変更

しました。開錠時間前に来院すると、
屋外で待機することになりますので、
ご注意ください。

らの提案を今後の県の事業

などで、色鮮やかに演出します。

を実施しています。提案内容は、担当

◦時間

にいかすため「県民提案」

部局が検討し、受理した日から概ね２
週間程度で回答します。詳しくは、県

問健康増進課☎2114

11月は労働保険適用促進
強化期間です
正社員・パート・アルバイトなど雇

用形態に関わらず、１人でも労働者を

問白河厚生総合病院☎2211

ります。

問福島労働局 総務部労働保険徴収室
☎024-536-4607

福島県最低賃金（時間額）
が変わりました
令和２年10月２日から、福島県最

低賃金が800円に変わりました。最低
賃金は、常用・臨時・パート・アルバ
イトなどの雇用形態に関わらず、県内
すべての労働者に適用されます。

↗

ホームページをご覧いただくか、お問
い合わせください。

※提案内容は、必ず書面で提出してく
ださい。

問県庁県民広聴室☎024-521-7013
社会保険労務士による

労働・年金問題無料相談会
経営者・労働者どちらの相談も可能

です。秘密は厳守します。
◦期日

11月15日㈰

◦会場

市立図書館りぶらん地域交流

◦時間
会議室
◦内容

午前10時～午後４時

就業規則・賃金・助成金・解

雇・残業不払い・年金などの悩み
問福島県社会保険労務士会
ひる た

蛭田☎090-5356-0110

白河支部

特設人権相談会（無料）
12月４日～10日の「人権週間」にちなみ、特設相談所を開設します。家庭内

相談に応じます。予約の必要はありません。秘密は厳守します。

問白河人権擁護委員協議会（福島地方法務局白河支局内）☎1201
期日

５㈯
６㈰

時間

◦期間

12月４日㈮～１月31日㈰
午後５時～午前０時

問白河市中心市街地活性化協議会事務
局（白河商工会議所内）☎3101

白河こども食堂
◦期日
◦時間

11月19日㈭
午後３時30分～７時

◦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）

※電話の申し込みも受け付けています。
問白河こども食堂支援センター
だい とう じ

（大統寺内）☎2723

※同センター公式LINEで活
動内容をご確認ください。

大統寺

寺子屋教室

参加を希望する方は、電話・FAX・

メールでお申し込みください。

《早朝座禅会（無料）》

の問題・金銭賃借・虐待・いじめ・パワハラ問題など、各地域の人権擁護委員が

12/ ４㈮

みんなのヒカリ2020
白河駅前イルミネーション
白河駅前を光のペットボトルツリー

県では、県民の皆さんか

保険・雇用保険）に加入する義務があ

へアドバイスを行い、必要に応じて弁

◦時間

査票が送付された方は、回答をお願い

雇っている事業主は、労働保険（労災

借金の無料相談会

県政に対するご提案を
お知らせください

ロジェクト事業を実施します。市民の

意し、火災を予防しましょう。また、
設置が義務付けられています。必ず設

☎024-536-4604

市と白河厚生総合病院が共同で同プ

者などが対象となりますので、健康調

すべての住宅には住宅用火災警報器の

まちかど

問福島労働局 労働基準部賃金室

ます。空気が乾燥し、火災が発生しや

◦申し込み・問い合わせ先

11㈮

広報しらかわ

防ぐあなたに

な場合もあります。ご確認ください。

自粛をお願いする場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
期日

「その火事を

※原則予約制ですが、当日受付が可能

12月市議会定例会の日程（予定）
◦時間・会場

11月９日～15日は
全国秋季火災予防運動です

くらしの情報館

詳しくは、お問い合わせください。

白河QOL向上プロジェクト

健康調査を実施します

内2132

すい時期です。火の取り扱いに十分注

被災者生活再建支援金の
申請が終了します

うつ み りゅう みち

会、東琴の会、兼坂駒藤会、内海流道
ふ

東邦銀行・白河信用

問農政課（表郷庁舎内）内2224

ふじ かげ

かね さか こま ふじ

保証人１人以上および県

農業信用基金協会の保証を付けること

詩 舞 靜 褒 会、日本舞踊藤 蔭 流白ゆり
ひがし こと

問本庁舎生活防災課

らかわ農業協同組合（表郷支店）

チャンネルで配信します。

※申請に必要なものなど詳しくは、お
問い合わせください。

金庫・夢みなみ農業協同組合・東西し

能大会を市公式You tube

ぶ せい ほう

分割返済

◦指定金融機関

無観客で撮影した市民芸

し

▷返済方法

※運転資金は一括返済可能

オンライン市民芸能大会

《出演団体》

暮らしに役立つ情報をお届けします！

※情報は10月23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。

会場

午前10時～午後３時

表郷公民館（表郷番沢）

午前10時～午後３時

中央公民館（天神町）

午前９時～正午

大信公民館（大信増見）

午前10時～午後３時

東公民館（東釜子）

◦期日

12月７日㈪

◦会場

大統寺本堂（馬町）

◦時間

午前６時30分～８時10分

《写経会》
◦期日

◦時間

11月26日㈭

◦会場

午後７時～８時30分

◦参加費

大統寺書院（馬町）
500円

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

広報しらかわ
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