Living information
お知らせ

◦申し込み・問い合わせ先 本庁舎
生涯学習スポーツ課 内2502

募 集

ラウンジ

住友ゴム工業㈱白河工場
より苗木プレゼント

秋のぐるり
白河文化遺産ツアー

りぶらん

今回は、白河出身で幕末から明治
いちかわほうせい
期に活躍した測量家・市川方静がテ
ーマです。旧城下町に残る歴史的建

シリーズ

造物もご紹介します。
◦期日 11月21日㈰
◦時間 ①午前９時～11時30分

子育て

②午後１時30分～４時
しの
◦テーマ 測量家・市川方静を偲ぶ
～測量とともに歩んだ人生～

保健
くらしの
情報館

◦見どころ 白河駅、小峰城跡ほか
◦定員 午前・午後 各20人
※先着順
◦参加料 300円
◦申し込み・問い合わせ先 本庁舎
まちづくり推進課 内2240

手話
高齢者サロン
休日当番医・
無料相談ほか

◦時間 午後２時～３時30分
◦会場 市立図書館りぶらん地域交
流会議室
◦テーマ 「論語から社会人力を考

市長の
手控え帖

◦申込期限

17

教授

10月15日㈮
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※上水道のみ使用している方は、ご
連絡の必要はありません。
問下水道課（白河都市環境センター
内）☎0910

不正軽油撲滅強化月間
県では、10月を「不正軽油撲滅

ます。育てた苗木をプレゼントしま
すので、詳しくはお問い合わせくだ
さい。※同工場にて受け取りが可能
な方に限ります。

強化月間」と定め、関係団体と協力
して不正軽油の排除に取り組んでい
ます。軽油に課税される軽油引取税
を脱税する目的で、軽油に灯油や重

ンギョウ・ハコネウツギ（30㎝～
200㎝）計400本程度
◦受付締切 10月20日㈬／午後４
時まで

と偽って販売・使用されています。
▷不正軽油を作らない・売らない・
買わない・使わない
不正軽油の防止・撲滅のため、皆

◦苗木 コナラ・ヤマボウシ・ツバ
キ・アジサイ・ドウダンツツジ・レ

※数に限りがありますので、無くな
り次第終了となります。
◦受取日 10月25日㈪～29日㈮／
午前10時～午後４時30分
◦申し込み・問い合わせ先 同工場
総務課☎3311

井戸水をご利用の
皆さんへ

10月17日㈰

える」
◦講師 東洋大学理工学部
よし だ
よしかず
吉田 善一氏
◦定員 40人 ※先着順
◦受講料 無料

同工場では、工場スローガンの
「自然との調和」をもとにCSR活動
の一環として、植樹活動を進めてい

お願い

東洋大学出前講座
◦期日

暮らしに役立つ情報をお届けします！

※情報は９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。

下水道（公共下水道・農業集落排
水）および市設置型浄化槽を使用し
ている方で、井戸水を使用（井戸水
と水道水の併用を含む）している場
合は、世帯の人数が使用料金算定の
基準となります。
出生や転出入などで世帯人数が変
わった場合は「世帯人員異動届」の
提出が必要となりますので、速やか
にご連絡ください。

油を混ぜるなどして製造された燃料
である「不正軽油」が、正常な軽油

さんのご協力と情報提供をお願いし
ます。
◦情報提供先 県南地方振興局県税
部☎1519／ FAX1521

不法投棄防止
監視カメラを設置
不法投棄は、人気のない山林や、
人通りの少ない道路など人目のつき
にくい場所で発生しており、景観を
損ねるのはもちろん、水質や土壌の
汚染など環境への影響も心配されて
います。
市では、不法投棄が多発している
地点に監視カメラを設置し、不法投
棄の抑制を図っています。
問本庁舎環境保全課 内2187

くらしの情報館
おおこしさだゆき

▷大越貞行（東形見字久保8-1）
☎2473

第25回
しらかわ音楽の祭典

野焼き禁止
野焼きは火災発生の原因となるだ
けでなく、煙・悪臭による近所迷惑

市内の小・中学校、高校、一般団
体による合唱・合奏の発表を行いま

また、ドラム缶などでごみを焼却
することのないよう、ルールを守っ
てごみを処理しましょう。

◦時間 ▷開場 午前９時
午前９時30分
◦会場 コミネス大ホール
◦入場料 無料

や、ダイオキシンなどの有害物質発
生の原因となるため、一部の例外を
除いて法律で禁止されています。

問本庁舎環境保全課

内2187

案 内
イベントの中止

す。美しいハーモニーを聴きながら、
災害に備えましょう
素敵なひとときをお楽しみください。
◦期日 11月６日㈯
《Yahoo！防災速報アプリ》
▷開演

※新型コロナウイルス感染症の状況
によっては、内容が変更または中止
となる場合があります。
問本庁舎文化振興課 内2341

▷収穫祭・そばまつり
問白河旗宿まつり実行委員会☎1147

▷公設地方卸売市場 市場開放デー
問本庁舎農政課 内2253

マイナポイント申込期限
が延長されました
マイナポイント（キャ
ッシュレス決済を利用し
たチャージやお買い物）
の申込期限が令和３年12
月末まで延長されました。
マイナンバーカードを令和３年４
月末までに申請した方で、マイナポ
イントを申し込みしていない方は忘
れずに申請しましょう。
市役所では、マイナポイントの申
し込みが困難な方のためにサポート
を実施しています。お得にお買い物
ができるチャンスです。是非マイナ
ポイントを申し込みしましょう。
問本庁舎情報政策課 内2340

※自宅などでも相談に応じます。
問本庁舎総務課 内2350

行政相談週間
10月18日から24日までは「行政
相談週間」です。期間中「特設行政
相談所」を開設します。相談は無料
で、秘密は厳守します。
◦期日 10月20日㈬
◦時間 午後１時～３時
◦会場 本庁舎地下第１会議室
《行政相談委員》
うち だ よし え
▷内田宜枝（郭内151）☎3518
はすぬまかずのり
▷蓮沼一紀（向新蔵136）
☎3634
さ い す おさむ
▷齋須治（表郷八幡字中ノ割48）
☎2260
しお だ まさかつ

▷塩田正勝（大信中新城字村内７）
☎2022

緊急地震速報や豪雨予
報をはじめ、さまざまな
災害情報をプッシュ通知
で配信します。また、災

害時の避難所開設など、
市が配信する防災情報も

受信できますので、ぜひご利用くだ
さい。利用は無料です。
《避難時の持出品を確認しましょう》
避難所に備蓄されている物資の種
類・数は限られています。いざとい
う時に備えて、非常食や医療品、生
理用品など、すぐに持ち出せるよう
に準備しておきましょう。
問本庁舎生活防災課 内2704

おくやみ窓口を
開設します
10月１日㈮から、おくやみ窓口
を開設します。ご家族が亡くなられ
た際に必要となる手続きをワンスト
ップで行えるサービスです。完全予
約制のため、事前にお電話にてお申
し込みください。
◦開設日時 平日／午前９時～午後
４時
◦会場 本庁舎市民課
※希望日の３開庁日前までに予約を
してください。希望日時に予約がで
きない場合もあります。
◦申し込み・問い合わせ先
本庁舎市民課

広報しらかわ
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案 内

ラウンジ

国民年金の任意加入制度

りぶらん

60歳以降の方でも国民年金に任
意加入することで、年金額を増やす

シリーズ

ことができます。加入は申し込みの
あった月からとなり、さかのぼって
加入することはできません。

子育て

◦条件 すべての条件を満たす方が
対象です。
①日本国内に住所を有する60歳以

保健

上65歳未満の方
②老齢基礎年金の繰り上げ支給を受
けていない方
③20歳以上60歳未満までの保険料

くらしの
情報館
手話
高齢者サロン
休日当番医・
無料相談ほか

の納付月数が480月（40年）未満
の方
④現在、厚生年金保険、共済組合な
どに加入していない方
⑤日本国籍を有しない方で、在留資
格が「特定活動（医療滞在または医
療滞在者の付添人）」などに該当し
ない方
さらに、年金の受給資格期間を満
たしていない65歳以上70歳未満の
方、また海外に居住する日本人で
20歳以上65歳未満の方も加入する
ことができます。
※海外に居住する日本人の方を除き、
保険料の納付方法は、原則口座振替

市長の
手控え帖

となります。
◦必要なもの

基礎年金番号がわか

るもの、預（貯）金通帳および金融
機関への届出印
◦申し込み・問い合わせ先 白河年
金事務所☎4161／本庁舎国保年
金課
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暮らしに役立つ情報をお届けします！

※情報は９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。

ひきこもり相談支援センター
TUNAG ～つなぐ～
市では、ひきこもりがちな方やそ
のご家族などからのさまざまな相談

に応じるとともに、その内容によっ
て適切な支援機関へつなぐ相談窓口
を開設しています。年齢を問わず、
市民ならどなたでも無料で利用でき
ますので、悩みや苦しみを抱え込む
前に気軽にご相談くださ
い。詳しくは、ホームペ
ージをご覧ください。
◦場所 中町18-1

(福)優樹福祉会本部ビル３階
◦開所日時 毎週火曜～土曜日／午
前９時～午後６時
※祝日・年末年始を除く

問 同 セ ン タ ー ☎  9696／ FAX
9666／ メ ー ル tunag-soudan@
yuju294.or.jp

成人式

◦申し込み・問い合わせ先
本庁舎生涯学習スポーツ課
内2502

借金の無料相談会
専門相談員が借金を抱えお悩みの
方から家計や借金の状況などを伺い、
アドバイスを行うほか、必要に応じ
て弁護士などの専門家に引き継ぎす
る相談会を開催します。一人で悩ま

ず、気軽にご相談ください。相談は
無料で、秘密は厳守します。
◦日時 11月５日㈮／午前11時～
午後３時
◦会場 マイタウン白河（本町）
◦申込期限 11月４日㈭
※原則予約制ですが、当日の状況に
より相談が可能な場合もありますの
で、お問い合わせください。
◦申し込み・問い合わせ先
財務省福島財務事務所理財課
☎024-533-0064

成年後見相談会

◦期日 令和４年１月９日㈰
◦時間 午後２時（受付１時から）
◦会場 コミネス
◦対象者 平成13年４月２日から
平成14年４月１日までに生まれた
方
※10月１日現在で市内に住所を有
する方には、案内状を送付します。
※市外に住民票がある方で、本市の

10月１日は「法の日」です。福
島県司法書士会と（公社）成年後見
センター・リーガルサポートふくし
ま支部では、無料電話相談会を開催
します。気軽にご相談ください。
◦期間 10月１日㈮～29日㈮
◦相談内容 高齢者・障がい者に関

みください。後日、案内
状を送付します。
※新型コロナウイルス感染症の拡大
状況により、式典の延期や開催方法

◦予約受付先 同事務局
☎ 0120-81-5539（ 平 日 ／ 午 前 ９
時～午後５時）
※予約の際、電話相談日時の調整を

成人式に出席を希望する方は、市ホ
ームページよりお申し込

を変更する場合があります。

わる法律問題、成年後見、遺言、相
続、遺産分割、登記など

行います。

第38回公民館習作展
◦期間
◦時間

10月28日㈭～31日㈰
午前９時～午後５時

※28日㈭は午前10時から、31日㈰
は午後３時までとなります。
◦会場 中央公民館（天神町）
問中央公民館☎3810

都市計画法に基づく
公聴会
公聴会で計画案に意見
を 述 べ る 場 合 は、10月
18日㈪までにお申し込

◦申込期限

10月22日㈮

《第２回》◦日時
午前10時～11時

11月28日㈰／

◦会場 棚倉町立図書館
◦申込期限 11月18日㈭
◦申し込み・問い合わせ先 白河学
園児童家庭支援センター☎5212

里親入門講座
里親制度や子どもの福祉に関心の
ある方を対象に講座を開催します。
◦期日 10月19日㈫
◦時間
◦会場

午前10時～11時30分
郡山合同庁舎

◦定員 20人
◦申込期限 10月12日㈫
《個別相談会》
覧ください。
◦対象 用途地域・特別用途地区・ ◦期日 11月２日㈫
◦会場 福島県県中児童相談所
風致地区・友月山児童公園・友月山
◦定員 ５組
プロムナード
※１組あたり１時間程度です。
※７・９月に説明会を開催済み
◦申込期限 10月26日㈫
◦日時 10月25日㈪／午後７時
◦申し込み・問い合わせ先 福島県
◦会場 本庁舎５階正庁
県中児童相談所☎024-935-0611
《公聴会に伴う都市計画案の縦覧》
FAX024-935-0618／メールkentyuu.
◦期間 10月18日㈪まで
jisou@pref.fukushima.lg.jp
◦場所 本庁舎都市計画課
みください。詳しくは、お問い合わ
せいただくか、市ホームページをご

問本庁舎都市計画課

内2232

里親ミニ説明会

労働困りごと相談会
賃金の未払い・長時間労働・パワ

くらしの情報館
※当日に受け付けします（事前予約
も可能です）。
問福島県労働委員会事務局
☎024-521-7594

まちかど
市民総合体育大会
《バスケットボール／10月30日㈯》
◦会場 中央体育館
◦申込期限 10月15日㈮
問NPO法人白河市体育協会事務局
☎8655

白河こども食堂・
大統寺 寺子屋教室
《白河こども食堂》
◦期日 11月18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
から登録をするか、お問
い合わせください。
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》
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。
や疑問についての相談をお受けしま
▷写経会（参加費500円）
す。相談は無料で秘密は厳守します。 ◦期日 11月25日㈭
お気軽にご相談ください。
◦時間 午後７時～８時30分
◦期日 10月17日㈰
▷早朝座禅会（無料）

里親について「少し興味がある」 ハラやコロナ禍に起因する解雇・雇
い止めなど、労働に関する困りごと
という方を対象に、説明会を開催し

ます。定員は各回10人程度で、参
加は無料です。
《第１回》◦日時 10月31日㈰／

①午前10時～11時、②午後１時30
分～２時30分
◦会場 児童養護施設白河学園（和
尚壇山）

◦時間 午前10時～午後４時
※一人あたり１時間程度です。
◦会場

イオン白河西郷店

◦期日 11月26日㈮
◦時間 午前６時30分～８時10分
問大統寺☎2723／FAX3731
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※情報は９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
立教志塾定例研修会
◦期日
◦時間

10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 東日本大震災・原発事故に

おける風評被害について
◦出演 福島県文化財センター白河
すず き
ひであき
館副館長 鈴木 秀明氏
◦料金 500円（塾生無料）
問
（公財）
立教志塾☎1427
さらいえ

デューク更家先生の
健康講座
◦期日 10月31日㈰
◦時間 午後１時30分～３時30分
◦会場 市立図書館りぶらん地域交
流会議室
◦講師 デューク更家先生
◦定員 30人
※集まり次第、締め切りとなります。
◦参加費 6,600円（税込み）
◦申し込み・問い合わせ先
すず き
MACフィットネスサークル鈴木
☎090-1495-0672

加事業所を利用してスタンプを６つ
集め、町内に設置した応募箱または
郵送で応募ください。詳しくは町ホ
ームページをご覧いただくか、お問
い合わせください。
問棚倉町役場地域創生課
☎0247-33-2112

施

設

歴史民俗資料館
中田7-1

ご参加ください。
◦開催期間 12月31日㈮まで
◦参加方法 棚倉町内の観光地や参

《ギャラリートーク》
解説と義秀作「感忠銘」朗読
◦日時 10月10日㈰／午後１時30分
◦定員 20人 ※事前申込が必要
《東北文化の日 施設無料開放》

◦期日 10月30日㈯・31日㈰、
11月３日㈷
◦対象施設 中山義秀記念文学館、

菅生館1-1

小峰城歴史館

☎24-5050

開館時間 9:00～16:30
（最終入館は16:00）
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

◦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」

わくわく！
たなぐらスタンプラリー

開催します。棚倉町の特産品など多
数賞品を準備していますので、ぜひ

◇「義秀と白河結城氏」／
10月１日㈮～12月５日㈰

南湖森林公園

◦展示内容
♢平常展示「白河の歴史と文化」

ひ

ら しゃ じ いちまつ

◀緋羅紗地市松文
様陣羽織
〈小峰城歴史館蔵〉

スタンプを集めた方を対象に、抽
選で賞品が当たるスタンプラリーを

◦テーマ展の内容／会期

大信ふるさと伝承館

☎27-2310

開館時間 9:00～16:00
休館日 月曜日
入館料 無料

郭内1-73

くらしの情報館

☎27-1101

《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／ FAX6321
メールnanko.s.a@sage.ocn.ne.jp

翠楽苑

五郎窪山45-1

☎23-6888

ライトアップされた紅葉で幻想的
な雰囲気をお楽しみください。
◦期日 11月６日㈯～14日㈰
◦時間 午後５時～８時
◦入場料 100円

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

広報しらかわ
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