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Living information くらしの情報館暮らしに役立つ情報をお届けします！
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《一般曹候補生》
　陸・海・空各自衛隊の部隊勤務を通
じて、基幹隊員となる自衛官を養成す
る制度です。
◦受付期限　９月６日㈪
◦試験日　９月16日㈭～19日㈰のう
ち指定する１日
◦応募資格　18歳以上33歳未満の男女

《自衛官候補生》
　所要の教育を経て、３か月後に２等
陸・海・空士に任用されます。
◦受付期間　年間を通じて受付
◦応募資格　18歳以上33歳未満の男女
問自衛隊福島地方協力本部　白河地域
事務所☎�0372

　ものづくりを通して創造力や発明思
想の高揚を図るため、自作の作品を募
集します。
◦申込方法　▷一般（高校生以上）
直接申し込み　▷小・中学生　各学校
を通しての申し込み
◦申込期限　８月25日㈬
◦展示期間　８月31日㈫～９月３日㈮
◦展示会場　サンフレッシュ白河（久
田野）
◦申し込み・問い合わせ先
商工課☎�5910

　起業に興味のある方、起業後間もな
い方の参加お待ちしています。

《第１回 ライフイベントと起業》
◦日時　８月19日㈭／午後１時30分
◦会場　東京第一ホテル新白河（新白
河駅前）

《第２回 わたしの強みを活かす起業》
◦日時　８月27日㈮／午後１時30分
◦会場　矢吹町複合施設KOKOTTO
※申込方法など詳しくは、ホームペー
ジをご覧ください。
問産業サポート白河☎�7361

　広報しらかわ６月号でお知らせした
令和３年福島県沖を震源とする地震に
おける住宅応急修理制度（準半壊以上）
の期間が延長となりました。
◦申込期限　９月30日㈭
◦工事完了期日　12月28日㈫
※詳しくは、り災証明書に同封されて
いるチラシをご覧いただくか、お問い
合わせください。申し込みには、り災

◦募集作品　観察記録や既存のデータ
などを手描きまたはパソコンでグラフ
にしたポスター（テーマは自由、大き
さはB2判サイズ）
◦応募資格　小学生以上
◦応募期限　９月１日㈬
◦応募・問い合わせ先　
〒960-8670　福島県企画調整部統計
課☎024-521-7143

　広報しらかわなどの点訳を行うボラ
ンティアを養成する入門講座です。
◦期日　９月30日㈭から11月４日㈭
までの毎週木曜日（全６回）
◦時間　午後６時30分～８時30分
◦会場　市立図書館りぶらん地域交流
会議室
◦内容　点字の仕組み、点訳ルールの
初歩とパソコンへの入力方法
◦定員　10人　※先着順
◦申込期限　９月22日㈬
◦申し込み・問い合わせ先
本庁舎社会福祉課　内2145

　介護の仕事に興味のある方、介護に
関心を持つ未経験者の方を対象に、研
修を開催します。
◦期日　８月21日㈯
◦時間　午後１時30分～４時30分
◦会場　しらかわ介護福祉専門学校
（マイタウン白河内）
◦内容　介護に関する基礎知識と介護
の基本
◦定員　20人（対象は高校生以上）
◦申込期限　８月12日㈭
◦申し込み・問い合わせ先　
本庁舎高齢福祉課　内2158

注射が受けられない場合は、かかりつ
けの獣医師にご相談ください。
問本庁舎環境保全課　内2187／各庁
舎地域振興課　表郷☎�2111　大信
☎�2111　東☎�2112

　広告板や立て看板などの屋外広告物
は、生活に必要な情報を伝えるととも
に、まちを活気づける手段にもなりま
す。一方、無秩序な看板の設置は、良
好な景観を損なうほか、適正な管理を
怠れば、人々に危害を及ぼすおそれが
あります。
　屋外広告物の設置には許可が必要と
なりますので、事前に市へ相談し、規
制内容などの確認をお願いします。
問本庁舎都市計画課　内2235

▷白河市・早稲田大学文化交流事業
問本庁舎文化振興課　内2342
▷ふるさと川まつりin白河たいしん　８月
28日㈯　問大信庁舎事業課☎�3973
▷しらかわキャラ市　８月28日㈯・
29日㈰　問本庁舎観光課　内2245
▷白河提

ちょう

灯
ち ん

まつり　
問白河まつり振興会☎�1147
▷敬老会式典
問本庁舎高齢福祉課　内2156
▷しらかわ駅伝　９月26日㈰
問本庁舎生涯学習スポーツ課
内2503
▷サンライズひがしフェスティバル　11
月３日㈷　問東庁舎事業課☎�2115
▷ふるさと白河表郷まつり　11月７日㈰
問表郷庁舎事業課☎�4785

　本市に移住して間もない方などが、
白河の食を通して気軽につながること
ができるイベントを開催しています。
地元の方の参加も大歓迎です。
　開催日など詳しくは、
白河カケル食堂フェイス
ブックをご覧ください。
◦開催月　８月～９月
◦参加料　2,000円程度
◦定員　10人程度
◦申し込み・問い合わせ先　
本庁舎企画政策課　内2335

　県では、統計に興味と親しみを持っ
てもらうため、同コンクールの作品を
募集します。↗

証明書の発行が必須です。
◦申し込み・問い合わせ先
本庁舎建築住宅課　内2275

　「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。
◦期日　８月27日㈮
◦集合時間　午後１時30分
◦集合場所　本庁舎１階ホール
※事前の申し込みが必要です。
◦申し込み・問い合わせ先
本庁舎まちづくり推進課　内2238

◦期日　10月６日㈬・７日㈭
◦申込期間　８月24日㈫～31日㈫
◦定員　100人
◦会場　西郷村文化センター
※申込方法など詳しくは、ホームペー
ジをご覧ください。
問（一社）福島県消防設備協会
☎024-529-7120

　狂犬病予防注射は、毎年６月30日
までに注射を受けさせるよう法律で規
定されていますが、新型コロナウイル
ス感染症の拡大を防止するため、今年
は接種期間が令和３年12月31日㈮ま
で延長されました。これから動物病院
で受けさせる場合は、事前に電話で申
し込んでください。
　なお、病気や老齢などの理由で予防

※情報は７月21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。

　市では、市有財産（土地）を売却するため、一般競争入札を行います。入札を
希望する方は、入札参加資格などを市ホームページでご確認ください。
◦申込期間　８月２日㈪～31日㈫
◦入札期日／会場　９月29日㈬／本庁舎２階 201会議室
問本庁舎財政課　内2352

《売り払い物件》

所在地 地目 面積㎡
（坪） 入札時間 最低入札価格 

（千円）

明戸74番36 宅地 1,442.06
（436.22） 9:30 24,403

蛇石77番5 宅地 1,382.29
（418.14） 10:00 15,390

表郷番沢字松上 
101・104～106番

学校用地
（宅地）

3,196.00
（966.79） 10:30 13,576

古高山4番28 宅地 210.39
（63.64） 11:00 2,331

市有財産の一般競争入札

募　集募　集
自衛官採用試験

白河カケル食堂

第71回福島県統計グラフ
コンクール作品

点訳ボランティア
養成講座（無料）

介護に関する入門的研修

お願いお願い
犬の狂犬病予防注射

案　内案　内
イベントの中止

第67回白河市発明展

女性のための
起業セミナー2021

空き店舗バンクツアー

甲種防火管理新規講習

被災住宅応急修理制度

９月１日～10日
屋外広告物適正化旬間
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くらしの情報館暮らしに役立つ情報をお届けします！

　ふるさと川まつり実行委員会では、
平成10年８月27日の豪雨災害を振り
返り、未来への教訓として語り継ぐた
め、パネル展を開催します。
◦期間　８月20日㈮～31日㈫／午前
９時～午後６時
◦会場　ひじりん館１階
◦内容　災害直後に撮影した写真など
を展示
問大信庁舎事業課☎�3973

　病気など、やむを得ない事由により、
保護者が義務教育諸学校に就学させる
義務を猶予または免除された子（以下
「就学義務猶予免除者」という）など
を対象に、中学校を卒業した者と同等
以上の学力があるかどうかを認定する
ために国が行う試験で、合格者には高
等学校の入学資格が与えられます。
◦受験資格　以下に該当する方
①就学義務猶予免除者である、または
就学義務猶予免除者であった方で、令
和４年３月31日までに満15歳以上に
なる方
②保護者が就学させる義務の猶予また
は免除を受けず、令和４年３月31日ま
でに満15歳に達する方で、その年度末
までに中学校を卒業できないと見込ま
れることについて、やむを得ない事由
があると文部科学大臣が認めた方
③令和４年３月31日までに満16歳以
上になる方（①および④に該当する方
を除く）
④日本国籍を有しない方で、令和４年
３月31日までに満15歳以上になる方
◦試験日　10月21日㈭
◦試験科目　国語・社会・数学・理科

◦時間　午前８時30分～午後７時
※ただし８月28日㈯・29日㈰は午前
10時～午後５時
◦相談電話　☎0120-007-110
問福島地方法務局人権擁護課
☎024-534-1994

　命の大切さ、モラル・マナーの大切
さ、動物の素晴らしさを一緒に啓発し
ていただける会員を募集しています。
詳しくは、お問い合わせください。
問同事務局☎�1455

《白河こども食堂》
◦期日　９月16日㈭　
◦時間　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）
※参加する方は、公式LINEから利用者
登録をするか、お問い合わせください。
問白河こども食堂支援センター（大

だい

統
とう

寺
じ

内）☎�2723
《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。
▷写経会
◦期日　９月23日㈷　
◦時間　午後７時～８時30分
◦参加費　500円
▷早朝座禅会（無料）
◦期日　９月28日㈫
◦時間　午前６時30分～８時10分
問大統寺☎�2723／FAX�3731

・外国語（英語）
◦受験案内配布　９月３日㈮まで
※県教育委員会・文部科学省で配布
◦受付期限　９月３日㈮（消印有効）
問文部科学省総合教育政策局　生涯学
習推進課☎03-5253-4111（内2643）

　夏は気温や湿度が高く、食中毒の原
因となる細菌が増殖しやすい季節です。
▷細菌を「付けない」
　調理前には必ず石けんで十分に手を
洗いましょう。肉や魚を扱ったまな板
や包丁はこまめに洗うことが大切です。
▷細菌を「増やさない」
　調理したらすぐに食べ、保存する場
合は冷ましてから冷蔵庫に入れてくだ
さい。冷蔵庫内は隙間をあけて冷気の
通り道を作りましょう。
▷細菌を「やっつける」
　中心部まで確実に加熱し、調理器具
は熱湯・漂白剤で消毒しましょう。
※食中毒菌が繁殖しても、においや味
は変わりません。変なにおいがしなけ
れば大丈夫という解釈は誤りです。
問県南保健福祉事務所☎�5487

　全国一斉「子どもの人権110番」強
化週間では、いじめ・嫌がらせ・虐待
・体罰など子どもの抱える人権問題に
ついて、電話相談を行います。相談は、
人権擁護委員および法務局職員が応じ
ます。秘密は守られますので、お気軽
にご相談ください。
　なお、強化週間以外の日（土・日
・祝日を除く）においても、午前８時
30分から午後５時15分まで相談に応
じています。
◦期間　８月27日㈮～９月２日㈭

　県では、県内への移住を希望する方
のために相談窓口を設置しています。

《東京窓口》　福が満開、福しま暮らし
情報センター
◦場所　千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館８階
◦営業時間　午前10時～午後６時
※定休日　月曜日・祝日
※夏季休業　８月８日㈰～16日㈪
問同センター☎03-6551-2989

《県南窓口》　福島県県南地方移住・定
住相談所　ラクラスしらかわ
◦場所　白河市昭和町269
県南地方振興局企画商工部内
◦営業時間　午前９時～午後５時15分
※定休日　土曜日・日曜日・祝日
問同相談所☎�1546

　災害に強い安全
なまちづくりを目
的とし、市総合防
災訓練を実施しま
す。新型コロナウイルス感染症の拡大
を防止するため、市職員のみで避難所
開設訓練などを実施します。
　また、訓練の一環として防災無線・
防災ラジオ・緊急速報メール（エリア
メール）の配信訓練を行います。実際
の災害ではありませんので、ご注意く
ださい。
◦期日　８月22日㈰
◦時間　午前９時から
◦場所　市総合運動公園
問本庁舎生活防災課　内2704　

◦手数料　各3,300円
※新型コロナウイルス感染症の拡大防
止のため、講習会は中止します。
問下水道課（白河都市環境センター）
☎�0910

　白河市のご当地検定です。
白河の歴史と伝統を再発見
できるよう、白河歴史の手
引き「れきしら」から選りすぐりの問
題を出題します。詳しくは、市ホーム
ページをご覧になるか、お問い合わせ
ください。
◦日時　11月７日㈰　
▷３級　午前10時10分
▷２級　午後１時30分
▷１級　午後３時10分
◦会場　東京第一ホテル新白河
◦申込期限　９月30日㈭
◦申し込み・問い合わせ先　
本庁舎まちづくり推進課　内2240

　国民年金保険料の免除（全額・一部
納付・法定免除）・納付猶予・学生納
付特例の承認を受けた期間がある場合
は、保険料を全額納めたときよりも老
齢基礎年金の受給額が少なくなります。
　納めるべき月から10年以内であれ
ば、さかのぼって納付することで、受
給額を増やせます。なお、免除などの
承認を受けた期間の翌年度から起算し
て３年度目以降の納付には、当時の保
険料額に一定の加算額が上乗せされま
すので、ご注意ください。
問白河年金事務所☎�4161

◦試験日　11月21日㈰
◦会場　日本大学工学部（郡山市）
◦申込期限　８月31日㈫
※申込書は下水道課で配布します。↗

※情報は７月21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。

◦時間・会場　午前10時から／本庁舎４階 議場
問議会事務局　内2412
※傍聴の際は、マスク着用や手指消毒、体温測定などの
新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします。

期日 内容
９/9㈭ 定例会開会

15㈬ 一般質問・上程議案に対する質疑、
請願陳情委員会付託

16㈭ 一般質問・上程議案に対する質疑
17㈮ 一般質問・上程議案に対する質疑、委員会付託
21㈫ 常任委員会

22㈬・24㈮・28㈫ 決算審査特別委員会
10/1㈮ 定例会閉会

９月市議会定例会の日程（予定）

◀議会中継・
　動画配信は
　こちらから

案　内案　内
移住希望相談窓口

総合防災訓練

まちかどまちかど

国民年金保険料の後払い
（追納）

下水道排水設備工事
責任技術者資格認定試験

8.27豪雨災害を忘れない
パネル展

就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験

第５回しらかわ検定
８月は食品衛生月間です

８月27日～９月２日
子どもの人権110番強化週間

県南地区動物愛護
ボランティアの会

白河こども食堂・
大統寺　寺子屋教室



20広報しらかわ　2021. ８（Ｒ3)

※情報は７月21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。 くらしの情報館

《風になろう！自転車教室》
◦日時　９月５日・12日・19日、10
月３日・17日・24日・31日／
日曜日／午前10時～正午
◦会場　陸上競技場ほか
◦対象　小学生15人
◦申込期間　８月６日㈮～20日㈮
問NPO法人白河市体育協会事務局
☎�8655

《テニス／８月22日㈰》
※予備日　９月26日㈰
◦会場　しらさかの森テニスコート
◦申込期限　８月12日㈭
《ゲートボール／８月29日㈰》
◦会場　すぱーく白河
◦申込期限　８月18日㈬
《スポーツウェルネス吹矢／９月４日㈯》
◦会場　中央体育館
◦申込期限　８月20日㈮
《自転車／９月19日㈰》
※予備日　９月20日㈷
◦会場　市総合運動公園陸上競技場
◦申込期限　９月10日㈮
問NPO法人白河市体育協会事務局
☎�8655

◦日時　８月23日㈪／午後６時
◦会場　市立図書館りぶらん地域交流
会議室
◦内容　『奇跡の小学校の物語』人口
減少における学校統廃合問題の映画

コート☎�2322
▷表郷総合運動公園　体育館
☎�4613
▷大信総合運動公園　テニスコート・
多目的グラウンド・トレーニングセン
ター☎�2284
▷東

こ
風
ち
の台運動公園　多目的グラウン

ド・テニスコート☎�3644
▷各市民体育館
問本庁舎生涯学習スポーツ課　
内2504
《歴史資料館・文学館》
◦期日　８月21日㈯
◦時間　午前10時～午後６時
▷中山義秀記念文学館・大信ふるさと
文化伝承館☎�3614

◦テーマ展の内容／会期
◇「義秀と芭

ば

蕉
しょう

」／８月15日㈰まで
◇那須の切り絵作家・萩

はぎ

田
た

紀
のり

之
ゆき

「切り
絵展」／８月25日㈬～９月26日㈰

《森で遊ぼう教室（南湖のオオハンゴ
ンソウ駆除活動）》
◦期日　９月12日㈰
◦時間　午前10時～正午
◦定員　40人程度
◦講師　福島大学　黒

く ろ

沢
さ わ

高
た か

秀
ひ で

教授
◦参加費　無料
※住所・氏名・年齢・電話番号を明記
のうえ、FAXまたはメールでお申し
込みください。
問NPO法人南湖森林公園案内人の会
☎�1101／ FAX�6321
メール nanko.s.a@sage.ocn.ne.jp

◦講師　安
あ

孫
び

子
こ

 亘
わたる

監督
◦参加料　500円（塾生無料）
問（公財）立教志塾☎�1427

◦展示内容
♢平常展示「白河の歴史と文化」

◦展示内容／会期
♢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
「小峰城歴代城主と美術」
♢ミニ展示「白河駅舎100年」／８月
22日㈰まで

《体育施設》
◦期日　８月21日㈯
◦時間　午前９時～午後４時
▷総合運動公園　中央体育館・陸上競
技場ほか☎�8971
▷しらさかの森スポーツ公園　テニス

まちかどまちかど
施　設施　設

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

小峰城歴史館
郭内1-73　☎24-5050
開館時間　9:00～16:30
（最終入館は16:00）
休館日　月曜日　
※８月９日㈪は開館
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

◀機関庫移転工事
現況写真
(大正５年、歴史民
俗資料館蔵）

南湖森林公園
菅生館1-1　☎27-1101

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

福島県民の日
施設無料開放

スポーツ教室

立教志塾定例研修会

市民総合体育大会




