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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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◦出品資格　市および西白河・東白川
郡の在住者・出身者（高校生以上）
◦作品規格　▷絵画　50号以内（額
入り）▷彫

ちょう

塑
そ

　等身大以内、床面積
100cm×150cm以内　▷工芸　制限
なし　▷書　縦240cm×横180cm以
内（額装・軸装）▷写真　Ａ４以上Ａ
３ノビまで（額入り・パネル張り）
※作品は、市内において未発表のもの
に限ります。詳しくは、市ホームペー
ジをご覧ください。
◦出品料　1,000円
※１部門につき、一人１点まで。
◦作品搬入日時　
10月10日㈰／午前10時～午後３時
◦作品搬入先　マイタウン白河（本町）
※搬入口は、白河中町郵便局裏側です。
◦応募・問い合わせ先　白河市総合美
術展覧会実行委員会事務局（文化振興
課内）内2342

《第66回 白河市総合美術展覧会》
◦会期　10月13日㈬～17日㈰
◦会場　マイタウン白河（本町）
◦表彰式　10月17日㈰／午後１時から

《防衛大学校学生一般》
◦受付期限　10月27日㈬

《防衛医科大学校医学科学生》
◦受付期限　10月13日㈬

《防衛医科大学校看護学科学生》
◦受付期限　10月６日㈬
　応募資格など詳しくは、
ホームページをご覧くださ
い。

　９月20日～26日は「動物愛護週間」
です。人と動物がともに生きていける
社会の実現には、飼い主のモラルとマ
ナーが必要です。動物を殺傷する・飼
育を放棄する・捨てることなどは「動
物愛護管理法」に違反する犯罪行為で
す。懲役や罰金が科される場合があり
ますのでやめましょう。
　また、野良猫などにむやみに餌付け
を行うことは近隣住民への迷惑になる
ので、行わないようにしましょう。
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

　県では、６月・９月を「不法投棄防
止強化月間」として、不法投棄の未然
防止と早期発見に努めています。
　不法投棄を見かけた場合、県または
最寄りの警察、市までご連絡ください。
問県南地方振興局　県民環境部☎�
1421／本庁舎環境保全課　内2187

　総務省統計局（福島県）では、10
月20日時点で社会生活基本調査を実
施します。この調査は、わたしたちが
１日のうちどのくらいの時間を仕事
・家事・地域での活動などに費やして
いるか、過去１年間の自由時間にどの
ような活動を行ったか調査するもので、
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・
バランス）の推進、少子高齢化対策な

◦申込期限　10月15日㈮
◦申し込み・問い合わせ先　
白河ユネスコ協会事務局（生涯学習ス
ポーツ課内）内2502

　今年度はオンラインで開
催します。申込方法など詳
しくは、チラシまたは市ホ
ームページをご覧ください。

《婚活のための自己啓発セミナー》
◦対象　20代から40代まで
◦日時　10月２日㈯／午後２時

《婚活交流イベントPart１》
◦対象　20代から35歳程度まで
◦日時　10月23日㈯／午後１時30分

《婚活交流イベントPart２》
◦対象　30代から40代まで
◦日時　10月31日㈰／午後１時30分
問「ふれあいの場」創出事業実行委員
会事務局（生活防災課内）内2706

　今年白河駅が開業100周年を迎える
にあたり、写真展の実施を予定してい
ます。白河駅に関する写真を募集しま
すので、ご提供よろしくお願いします。
提供いただいた写真は、写真展終了後
に返却します。
◦提出写真　現像された写真（ネガま
たはデータなどは不可）
◦募集期限　10月15日㈮
◦提出方法　郵送または持参
◦提出・問い合わせ先　
本庁舎観光課　内2243

▷翠楽苑十五夜月見会
問白河観光物産協会☎�1147

　定額保険料に付加年金保険料を上乗
せして納めることで、将来受け取る年
金額を増やせます。
◦対象者　国民年金第１号被保険者、
任意加入被保険者（65歳以上の方を
除く）
※国民年金基金に加入している方は、
付加保険料を納めることはできません。
◦付加保険料の月額　400円
◦付加年金額　付加保険料を納めた月
数×200円が年金額（年額）に加算さ
れ、２年以上受け取ることで支払った
以上の年金が受け取れます。
問白河年金事務所☎�4161／本庁舎
国保年金課　内2164

　市では「農産物ブランド白河しろも
の」の認証に向けて申請された食品の
審査を進めており、金認証の候補とな
る食品の認知度調査を行います。地域
で長く愛されるブランドづくりのため、
調査へのご協力をお願いし
ます。調査時期など詳しく
は、市ホームページをご覧
ください。
問本庁舎農政課
　内2251

問自衛隊福島地方協力本部　白河地域
事務所☎�0372

　起業に興味のある方、起業後間もな
い方の参加をお待ちしています。

《第３回　初めてのブランドづくり》
◦期日　９月17日㈮
◦時間　午後１時30分～４時
◦会場　棚倉町立図書館多目的ホール

《第４回　収支計画・資金計画を立て
る／先輩起業家・経営者に聞く》
◦期日　10月１日㈮
◦時間　午後１時30分～４時
◦会場　市立図書館りぶらん地域交流
会議室
※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

　新たな需要や雇用の創出に寄与する
など、地域へ貢献する事業に取り組む
創業希望者に経費の一部を助成します。
審査等がありますので、詳しくはお問
い合わせください。
◦補助金の額　補助対象経費の３分の
２以内（上限100万円）
◦募集期間　10月15日㈮まで
◦申し込み・問い合わせ先　
商工課☎�5910

◦日時　10月26日㈫～12月21日㈫
／火曜日（全８回）／午後７時～９時
◦会場　本庁舎５階正庁
◦定員　30人　※先着順
◦受講料　4,000円

どの政策に必要な基礎資料を得ること
を目的としています。
　10月上旬から中旬にかけて、調査
員が調査をお願いする世帯に訪問しま
すので、調査の趣旨をご理解いただき、
ご回答お願いします。
問福島県企画調整部統計課
☎024-521-7145

　令和３年６月１日を調査基準日とし
て同調査を実施しています。全国すべ
ての事業所および企業が対象になりま
すので、調査票が未提出の場合は、ご
確認のうえ提出をお願いします。イン
ターネットまたは郵送による回答が選
択できます。お手元に調査票がない場
合は、お問い合わせください。
問本庁舎情報政策課　内2339

　日常生活に最も身近な道路に、より
関心を持ち、市民総ぐるみで事故の未
然防止に取り組んでいけるよう、道路
穴ぼこ通報強化週間を実施します。
　市内の道路で穴ぼこを見つけた場合
は、場所を特定したうえでご連絡くだ
さい。
◦期間　９月13日㈪～24日㈮
◦通報・問い合わせ先　
本庁舎道路河川課　内2229
各庁舎事業課　表郷☎�4786　大信
☎�2115　東☎�2114

※情報は８月24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。
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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！

　事前に所在・地図などの情報を送っ
ていただき、ご自宅などからZoom
や電話を利用したリモート形式の相談
会を開催します。対面相談を希望する
方は、お問い合わせください。
◦期間　10月７日㈭～９日㈯
◦時間　午前10時～午後４時
※相談時間は原則45分間です。
◦申込期間　９月24日㈮～10月１日㈮
※完全予約制
◦申し込み・問い合わせ先　
(公社)福島県不動産鑑定士協会
☎024-995-5570

　10月30日㈯までの期間、IBEXエア
ラインズが福島空港と新千歳空港間を
毎日１往復運航します。片道5,000円
～と、お得な運賃設定になっています
ので、この機会に福島空港をご利用く
ださい。予約方法など詳し
くは、ホームページをご覧
ください。
◦運行ダイヤ　
新千歳発13：05→福島着　14：25
福島発　14：55→新千歳着16：15
問IBEX予約・案内センター
☎0570-057-489

　県教育委員会では、戦中戦後の混乱
で中学校を卒業できなかった方、不登
校や家庭の事情で授業を十分に受けら
れなかった方を対象に、公立中学校夜
間学級の設置を検討するうえで、需要
がどのくらいあるのかを把握する調査
を行っています。

《卓球／９月26日㈰》
◦会場　第一市民体育館
◦申込期限　９月15日㈬

《登山／10月３日㈰》
※予備日10月17日㈰
◦会場　磐梯山（福島県）
◦申込期限　９月20日㈷

《剣道／10月３日㈰》
◦会場　表郷体育館
◦申込期限　９月17日㈮

《弓道／10月３日㈰》
◦会場　市武道館弓道場
◦申込期限　９月17日㈮

《陸上／10月10日㈰》
※予備日10月17日㈰
◦会場　市総合運動公園陸上競技場
◦申込期限　９月24日㈮

《パークゴルフ／10月15日㈮》
※予備日10月22日㈮
◦会場　市総合運動公園パークゴルフ場
◦申込期限　10月１日㈮

《バドミントン／10月16日㈯》
◦会場　中央体育館
◦申込期限　10月８日㈮
問NPO法人白河市体育協会事務局
☎�8655

◦期日　９月18日、10月２日・16日、
11月６日・20日、12月４日・18日、
１月15日／土曜日
◦時間　午前10時～正午
◦会場　中央老人福祉センター（北中
川原）
◦対象　小・中学生
◦参加費　2,000円（全８回）
※希望者には、盤駒セットを1,500円
で販売します。
◦申し込み・問い合わせ先
日本将棋連盟白河支部　遠

えん

藤
どう

☎090-1933-5031

　夜間学級に関心のある方は、ご連絡
ください。
問本庁舎学校教育課　内2363／県南
教育事務所☎�1665

　老朽化した消火器を使用したことで
本体が破裂する事故が発生しています。
そのため、法令で設置が義務付けられ
ている消火器の規格が改正されました。
12月31日㈮までに改正規格に適合し
た消火器への交換をお願いします。お
近くの消防設備業者や、ホームセンタ
ーなどでご相談ください（消防署では
交換・販売はしていません）。詳しい
見分け方はホームページをご覧くださ
い。家庭用消火器は対象外ですが、消
火器に記された使用期限内
の交換を推奨します。
問白河消防本部☎�2170

《スポーツウエルネス吹矢教室》
◦日時　９月27日、10月４日・11日
・18日／月曜日／午前10時～11時
30分
◦会場　アナビースポーツプラザ
◦対象　一般男女15人
◦申込期間　９月８日㈬～21日㈫
問NPO法人白河市体育協会事務局
☎�8655

《家庭バレーボール／９月26日㈰》
※新型コロナウイルス感染症の拡大防
止のため、中止となりました。

　令和２年10月１日から令和３年９
月30日までの間、要介護３・４・５の
認定を受けた65歳以上の高齢者を在
宅で（入院・施設入所・ショートステ
イの期間は除く）180日以上介護して
いる方に、激励金を支給します。
◦要件　在宅介護期間に、要介護高齢
者と介護者が市内に住所を有すること
◦支給金額
▷要介護３／３万円　▷要介護４／４
万円　▷要介護５／４万５千円
◦支給時期　12月下旬
◦申請方法　申請書と介護者本人名義
の通帳の写しを提出してください。
※前年度に受給した方には、申請書を
郵送します。
◦申請期間　10月１日㈮～29日㈮
◦申請・問い合わせ先
本庁舎高齢福祉課　内2155／各庁舎
地域振興課　表郷☎�2114　大信☎
�2114　東☎�2116

　国はスマートフォンな
どのデジタル機器を活用
し、住民の皆さんの生活
がより便利に、行政サー
ビスが受けやすくなるよう「デジタル
活用支援事業」の助成を行っており、
市内のソフトバンクおよびドコモショ
ップではスマートフォン教室（予約制）
を開催しています。利用の有無、習熟
度や年齢、携帯会社に関係なく利用で
きますので、便利で快適な生活に興味
のある方は、ぜひお申し込みください。

始める30日前までに「伐採及び伐採
後の造林の届出書」と、伐採後の造林
が完了した後に「伐採及び伐採後の造
林に係る森林の状況報告書」の提出が
必要です。地域森林計画の対象など詳
しくは、お問い合わせください。
問本庁舎農林整備課　内2260

　今年度の敬老会式典は、新型コロナ
ウイルス感染症のリスクを払拭できな
いため、中止します。なお、対象の方
に「敬老祝い記念品」をお届けします。
◦対象者　75歳以上（昭和21年９月
１日までに生まれた方）で、９月１日
時点で市内に住所を有する方
◦記念品　敬老祝商品券（2,000円
分）、菓子券（300円分）
◦発送時期　９月中旬から順次発送し
ます。お届けが前後する場合がありま
すので、ご了承ください。
問本庁舎高齢福祉課　内2156

◦期間　９月21日㈫～30日㈭
◦運動のスローガン
「安全は 気配り 目くばり 思いやり」
◦運動の重点　
①子どもと高齢者を始めとする歩行者
の安全の確保
②夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者
等の保護など安全運転意識の向上
③自転車の安全確保と交通ルール遵守
の徹底
④飲酒運転等の悪質・危険な運転の根
絶
問本庁舎
生活防災課　
内2702

◦申し込み・問い合わせ先　▷ソフト
バンク白河４号バイパス店☎�1501
▷ドコモショップ白河店☎0120-816 
-885　▷ドコモショップ新白河店☎
0120-668-688

◦期日　10月18日㈪
◦時間　午後１時～３時
◦会場　サンフレッシュ白河（久田野）
◦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長
兼手術部長　鈴

すず
木
き

 幹
みき

夫
お

氏
◦申込期限　10月８日㈮
◦申し込み・問い合わせ先　
本庁舎社会福祉課　内2146

　４月から９月まで開催されている東
北DCに合わせ、県南地方の地場産品
の販売と観光PRを行います。
◦期日　９月19日㈰・20日㈷
◦時間　午前10時～午後３時
◦会場　JR新白河駅
問ふくしま県南観光推進協議会事務局
（観光課内）内2244

　令和２年産米に引き続き、県がモニ
タリング検査（抽出検査）を実施しま
す。検査の結果が出るまで、米の出荷
・販売の自粛をお願いします。
問本庁舎農政課　内2249

　地域森林計画の対象となっている民
有林の立ち木を伐採する際は、伐採を

※情報は８月24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。

案　内案　内
介護激励金

秋の全国交通安全運動
まちかどまちかど

こども将棋教室（後期）

スポーツ教室

市民総合体育大会

スマートフォン教室

肢体不自由者巡回相談会

東北DCおもてなし市

森林の立ち木を伐採する
際は届け出が必要です

令和３年産
米のモニタリング検査

敬老祝い記念品を
お届けします

秋の不動産無料相談会

福島空港の利活用促進

公立中学校夜間学級の
設置に関する調査

旧規格の消火器は
交換してください
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　お子さん大歓迎！竹に電気ドリルで
穴を開けるだけで楽しく作れます。
◦期日　９月26日㈰、10月31日㈰
◦時間　午前10時～正午
◦会場　南湖森林公園管理棟
◦定員　各回15人
◦参加資格　小学生以上（参加無料）
※小学生は保護者同伴で参加ください。
◦申し込み・問い合わせ先
本庁舎観光課　内2247

◦日時　９月27日㈪／午後６時30分
◦会場　市立図書館りぶらん地域交流
会議室
◦内容　“２月に白河に移住”劇団四季

『ライオンキング』のヒロインを演じて
※簡単エクササイズ体験もあります。
◦講師　ダンススタジオ主宰 田

た

村
むら

圭
けい

氏
◦参加料　500円（塾生無料）
問（公財）立教志塾☎�1427

《白河こども食堂》
◦期日　10月21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）

※義秀作『感忠銘』
◦定員　20人　※事前申し込み必要

◦展示内容
♢平常展示「白河の歴史と文化」

◦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
「小峰城歴代城主と美術」

《楽しい森林体験教室》※参加無料
◦期日　▷健康ウオーキング大会　
10月17日㈰　▷花炭焼きと焼き芋と
青竹ごはん　11月７日㈰
◦時間　午前10時～正午
◦定員　40人程度
※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

※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　10月28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　10月29日㈮
◦時間　午前６時30分～８時10分
問大統寺☎�2723／FAX�3731

◦日時　９月17日㈮、11月５日㈮・
26日㈮／午前10時～11時
◦会場　農業短期大学校内（矢吹町）
※学校の指示に従って、来場する際に
はマスクの着用と氏名・電話番号の記
入などをお願いします。
問福島県農業総合センター農業短期大
学校☎�4138

◦テーマ展の内容／会期
◇那須の切り絵作家・萩

はぎ

田
た

紀
のり

之
ゆき

「切り
絵展」／９月26日㈰まで
◇「義秀と白河結城氏」／10月１日
㈮～12月５日㈰
《ギャラリートーク》
◦日時　10月10日㈰／午後１時30分
◦内容　展示解説と朗読会

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　
※９月20日㈷は開館し、21日㈫休館
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　
※９月20日㈷は開館し、21日㈫休館
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

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

立教志塾定例研修会

アグリカレッジ福島
農産物直売

作ってみよう！
竹とうろう

白河こども食堂・
大統寺　寺子屋教室

※情報は８月24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

◀桜町上皇和歌懐紙
(小峰城歴史館蔵）




