Living information
お知らせ

◦日時

募 集

トピックス
ラウンジ

ニケーションを図ることを目的として
開催します。皆さんのご参加をお待ち
しています。

◦講師

手話

市立図書館りぶらん地域交流

◦時間／内容／定員／参加費
高齢者サロン

▷グローバルコミュニケーションコース
ゆう き

午前10時～正午／ウインズ祐希さん
による講演会／25人／300円

▷English Communication Course

りぶらん

午後２時～４時／冬をテーマに英会
話 を 楽 し み ま す ／ 12人 ／ 1,000円

(学生は500円)

シリーズ

◦申込先

市国際交流協会（本庁舎企

画政策課内）内2332

空き店舗バンクツアー
子育て

「空き店舗バンク」に登録されてい

福島大学食農学類准教授

た ようすけ

田陽介氏

◦参加費

12月16日㈭

◦申し込み・問い合わせ先
政課

くぼ

窪

1,000円

◦申込期限

内2249

本庁舎農

令和４年度
しらかわ介護福祉専門学校

１月23日㈰

会議室

市立図書館りぶらん地域交流

会議室

異国文化の相互理解を深め、コミュ

◦会場

12月22日㈬／午後３時30分

◦会場

グローバル・コミュニティ
・カフェ出張編

◦期日

あなたも介護のプロを目指してみま

せんか。

◦試験日程

▷D日程

◦受験資格

高校卒業（見込みを含む）

▷E日程
◦定員

１月22日㈯

12月18日㈯

40人（社会人可）

◦選考方法

Y-G性格検査、面接、作

文（一般のみ）

◦卒業後取得資格

介護福祉士受験資

格、レクリエーション・インストラク
ター

※受付期間など詳しくは、お問い合わ
せいただくか、ホームページをご覧く
ださい。

問しらかわ介護福祉専門学

る物件を紹介するツアーを開催します。 校☎1294
中心市街地への出店を検討している方
保健

はぜひご参加ください。
◦期日

12月24日㈮

◦集合時間
くらしの
情報館

◦集合場所

午後１時30分

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
ちづくり推進課

内2238

本庁舎ま

休日当番医・
無料相談ほか

しらかわ農業経営
アカデミー
農業経営者の知識と経営スキル向上

お願い
今日から実践！
食品ロス削減
家庭から出される生ごみのうち、約

４割が食べ残しと言われています。家
庭で簡単に取り組める次の方法を実践
し、食品ロスを削減しましょう！

①食品は使う・食べられる量だけ購入

市長の
手控え帖

《第３回スマート農業の現状と課題》

広報しらかわ
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③残っている食材から使い、食べきれ
る量を作りましょう。
問本庁舎環境保全課

内2187

農業者年金に
加入しましょう

水道管の凍結防止対策
気温がマイナス４度以下

になると水道管が凍り、破

農業者年金は、加入者数の変化や財

政事情に左右されない、安心安全な公
的年金です。

《農業者年金の特徴》

裂することがあります。必
要に応じ、凍結防止対策を
行いましょう。

《水道管が凍結した場合》

凍ってしまった部分にタオルや布な

①国民年金の第１号被保険者で、年間

どをかぶせて、その上からゆっくりぬ

歳未満の方であれば、誰でも加入でき

口は開けたままにせず、必ず閉めてく

60日以上農業に従事する20歳以上60

ます。また、農地の権利名義を持たな
い配偶者や後継者などの家族従事者も
加入できます。

②自ら積み立てた保険料と、その運用
益により受け取る年金額が決まる「積
立て型（確定拠出型）」の年金です。

③認定農業者などの一定の要件を満た
した方に対し、保険料の国庫補助（政
策支援）があります。

④保険料は、老後設計に応じて月額２
万円から６万７千円まで千円単位で自
由に選択できます。

⑤支払った保険料は、全額（最高年額
80万４千円）社会保険料控除の対象に

なります。受け取る年金も、公的年金
等控除の対象になります。

⑥原則65歳から生涯受け取ることが
できるほか、80歳保証付き（加入者

・受給者が80歳までに受け取るはず
であった年金を、遺族に死亡一時金と
して支給）の終身年金です。

※農業者年金に加入される方は、国民
年金の付加年金への加入義務がありま
すので、国保年金課で手続きが必要と
なります。

加入申し込みなど詳しくは、農業委

しましょう。

員会または最寄りのＪＡ（農協）にお問

存しましょう。

問本庁舎農業委員会事務局

のため全６回のセミナーを開催します。 ②保存方法に従って、適正な場所に保
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暮らしに役立つ情報をお届けします！

※情報は11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。

い合わせください。

内2268

るま湯をかけてください。その際、蛇
ださい。

《水道管が破裂した場合》

います。詳しくは、ホームページをご
覧ください。
◦対象事業

令和４年４月１日から令

和５年３月31日までに行う事業

①広く県民に公開する文化活動の成果
発表（美術展・音楽会・演劇などの公
演、文芸誌・郷土史の出版、自主制作
の映画やアニメーションの発表など）
②県の代表や公的機関からの招へいに
より国内の発表会などへ参加する事業
③文化財の保護・保存のための事業

④「文化の力」による地域づくり事業
（地域の文化資源をいかした地域活性
化事業）

※④の事業は、３年間分の事業計画を

不凍止水栓を締めて水を止めてから、 もとに継続的な助成を行います。

お近くの市指定給水装置工事事業者に
修理を依頼してください。

《メーターボックス内の凍結防止》

使い古しの毛布や布切れ、発泡スチ
ぬ

ロールなどを濡れないようにビニール
袋に詰め、ボックス内の隙間に入れて
保温してください。

◦対象者

県内に住所または活動の本

◦助成額

助成対象経費の３分の１も

拠を有する文化団体

しくは２分の１以内の額。ただし対象

事業の区分により、限度額があります。
◦申込方法

所定の申請書に記入のう

案 内
令和４年新春市民交歓会
は中止します
令和４年新春市民交歓会は、新型コ

ロナウイルス感染症の再拡大防止と、
参加者の皆さんの健康と安全面を考慮

１月28日㈮

問本庁舎文化振興課

内2342

年末年始の交通事故防止
県民総ぐるみ運動
◦期間

12月10日㈮～１月７日㈮

《運動のスローガン》
ちかいます

ルールをまもり

こうつうあんぜん

し中止します。ご理解をお願いします。 《運動の重点》
問本庁舎秘書広報課

内2369

福島県文化振興財団
助成事業
(公財)福島県文化振興財

①道路横断中の交通事故防止（特に、
高齢歩行者の保護の推進）

②夕暮れ時や夜間の交通事故防止

③全ての座席のシートベルトとチャイ
ルドシートの正しい着用の徹底

団では、県民の文化活動支

④飲酒運転の根絶と飲酒が関与する交

業を対象に、助成の申請を受け付けて

⑤自転車の交通事故防止と適正な利用

援を目的として、以下の事

の推進

問本庁舎生活防災課

通事故の防止

内2704

消防団出初パレード
市消防団による出初パレードを実施

します。市民を守る消防団員の行進を
ご覧ください。当日は、交通規制およ

び消防サイレン吹鳴を行いますので、
ご理解とご協力をお願いします。
◦期日

１月９日㈰

◦時間

午前９時15分～９時45分

※交通規制は午前８時35分から実施
します（規制区間は図を参照）。
◦コース

本町から中町まで

◦サイレン吹鳴

午前７時

問本庁舎生活防災課
ＪＲ東北本線
市立図書館
りぶらん

内2702

地下歩道

ロータリー

駅前交番

ＮＴＴ

終了地点

ヨーク
ベニマル

白河信用
金庫本店
楽蔵

開始地点

（中町）

（年貢町）

マイタウン白河
市役所

え、市文化振興課へ提出して下さい。
◦申込期限

問水道課☎2541

くらしの情報館

（本町）

コース（交通規制区間）

12月３日～９日は
障害者週間です
障害者週間は、国民の障がい者への

理解や関心を深めるとともに、障がい
者が社会・経済・文化その他あらゆる
分野の活動に参加する意欲を高めるこ
とを目的として定められました。人に
よって障がいの内容や程度はさまざま
です。障がいがあっても、地域での自
立した生活や就労など、周囲の理解や
配慮があれば、できることはたくさん
あります。また、ヘルプマークを身に
つけた人を見かけた場合は、声をかけ
るなど思いやりのある
行動をお願いします。
問本庁舎社会福祉課
内2145

▲ヘルプマーク

広報しらかわ

2021.12（Ｒ3)
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Living information
お知らせ

案 内

トピックス

公的年金等の源泉徴収票
令和３年中に老齢基礎年金および老

ラウンジ

齢厚生年金を受給された皆さんに、２

月～12月支払い分までの金額を記載
した『令和３年分公的年金等の源泉徴

手話

収票』が、令和４年１月中旬から下旬
にかけて日本年金機構から送付されま
す。確定申告の際に必要となりますの
で、大切に保管してください。紛失し

高齢者サロン

た場合は、１月以降に再交付申請が可
能ですので、お問い合わせください。
また、障害年金や遺族年金は非課税

所得のため、源泉徴収票は送付してい

りぶらん

ません。

問ねんきんダイヤル
☎0570-05-1165

シリーズ

※白河年金事務所（郭内）でご相談を

◦担当医師

じです。

《クーポン券取扱店を募集しています》
◦対象店舗
ある事業者

市内に本社または本店が

◦申し込み・問い合わせ先

／ひがし商工会☎2779

№ 0 0 0 0 0 0

有効期間

本

令和３年12月15日（水）～令和4年2月13日（日）まで

特定疾患患者見舞金
市では、指定難病・小児慢性特定疾

年額１万円の見舞金を支給しています。

患により人工透析を受けている方に、

新型コロナウイルス感染症の影響を

※申請時に、該当する受給者証などの

子育て

庁舎社会福祉課または各庁舎地域振興
課に申請してください。

保健

提示が必要となります。詳しくは、お

や小売店などを応援するクーポン券を、 問い合わせください。

くらしの
情報館

詳しくは、チラシや市ホー
ムページをご覧ください。
◦配布枚数

１世帯あたり5,000円分

休日当番医・
無料相談ほか

（250円×20枚）
◦利用期間

２月13日㈰
◦利用方法

12月15日㈬～令和４年

会計500円（税込み）に

市長の
手控え帖

つきクーポン券１枚が利用できます。
※利用方法は、第３弾クーポン券と同
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広報しらかわ
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します。

徒学用品費」を入学前に支給します。
希望する方は、期限までに申請してく
ださい。

詳しくは、本庁舎学校教育課または

入学する小・中学校事務までお問い合
わせください。
◦申請期限
◦申請先

◦申請期限

３月31日㈭

問本庁舎社会福祉課

内2145

肢体不自由者巡回相談会
参加を希望する方は、１月７日㈮ま

でにお申し込みください。
◦日時

１月17日㈪／午後１時～３時

◦内容

義肢などの補装具の処方、診

◦会場

サンフレッシュ白河（久田野）

察および医療相談

１月31日㈪

入学する小・中学校

問本庁舎学校教育課

内2367

社会保険労務士による

今年度まだ申請していない方は、本

第４弾しらかわ応援割引
クーポンキャンペーン

利用方法や対象店舗など

食費や学用品費など経費の一部を援助

年金・労働問題無料相談会
年金相談・健康保険・雇用保険・労

◦対象

※事業主・労働者どちらの相談も可能
です。秘密は厳守しますので、お気軽
にご相談ください。
◦期日
◦時間
◦会場
会議室

12月19日㈰

午前10時～午後４時

市立図書館りぶらん地域交流

問福島県社会保険労務士会
くま がい

熊谷☎0248-94-6526

郡山支部

１月10日㈪まで

期間中に福島空港発着の定期

便（期間限定便）を旅客として利用し
た方

参加を希望する方は、電話・FAX・

は、お問い合わせください。
◦日時

１月17日㈪／午前６時30分

◦日時

１月27日㈭／午後７時

キャンペーン事務局（福島空港ビル㈱
内）☎0247-57-1511

ハローワークにオンライ
ン登録しませんか
ハローワークインターネットサービ

スがさらに便利になりました。オンラ

インで受けられるサービスが広がり、
採用活動や、就職活動をサポートしま
す。ぜひご登録ください。
問ハローワーク白河
☎1256

まちかど
白河こども食堂・
寺子屋教室
《白河こども食堂》
◦期日
◦時間

１月20日㈭

◦会場

午後３時30分～７時

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

◦展示内容

♢平常展示「白河の歴史と文化」

小峰城歴史館
郭内1-73

▷写経会

メール soutetsu7@ybb.ne.jp

◦日時
◦会場

12月17日㈮／午後６時

原）

鹿島ガーデンヴィラ（北中川

◦内容
◦講師

「今・考えること」

た ぐち しん た ろう

しらかわ大使 田口 信太朗氏

◦参加料

500円（塾生無料）

☎24-5050

開館時間 9:00～16:30
※特別企画展会期中は17:00まで
休館日 月曜日、12/27～1/4
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

問大統寺☎2723／FAX3731

立教志塾定例研修会

☎27-2310

開館時間 9:00～16:00
休館日 月曜日、12/27～1/4
入館料 無料

《寺子屋教室》

問福島空港5,000円キャッシュバック

業不払い・新型コロナウイルス対応

ラなどの悩みについて相談に応じます。

寺内）☎2723

▷早朝座禅会

◦対象期間

中田7-1

じ

用ください。手続き方法な

施します。この機会に福島空港をご利

歴史民俗資料館

だい とう

問白河こども食堂支援センター（大統

メールでお申し込みください。詳しく

災保険・助成金・就業規則・賃金・残
・働き方改革対応・セクハラ・パワハ

合わせください。

ャッシュバックするキャンペーンを実

をご覧ください。

がいる家庭で経済的に

援助に該当する方には「新入学児童生

見

白河市・白河商工会議所・
表郷商工会・大信商工会・ひがし商工会

象に、一人片道利用毎に5,000円をキ

ど詳しくは、ホームページ

来年度小・中学校に入学予定で就学

しらかわ応援
割引クーポン券
第4 弾

え、お越しください。

12月上旬に全世帯へ郵送します。

市では、市内の小・

お困りの保護者に、給

問商工課☎5910

県では、福島空港発着の搭乗者を対

新入学児童生徒学用品費
の受給手続き

極的な参加をお待ちしています。

病・特定疾患の患者の方、慢性じん疾

受け、売り上げが減少している飲食店

内2146

中学校に通うお子さん

希望する際は、３日前までに予約専用

受付☎0570-05-4890でご予約のう

本庁舎社会福祉課

※随時申し込みを受け付けています。
ふくしま感染防止対策認定店からの積

福島空港キャッシュ
バックキャンペーン

すず き みき お

鈴木幹夫氏

◦申し込み・問い合わせ先

白河商工会議所☎3101／表郷商工

会☎3065／大信商工会☎2070

白河厚生総合病院副院長

兼手術部長

くらしの情報館

暮らしに役立つ情報をお届けします！

※情報は11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。

◦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
せん

いま い しゅ

特別企画展「今井珠

泉寄贈作品展」／12月19日㈰まで

※12月21日㈫から26日㈰まで、展示

室２・３は展示替えのため閉室します。

問
（公財）
立教志塾☎1427

食料支援プロジェクト
先の見通せないコロナ禍の中、生活

に影響を受けている方へ農家や支援者
から提供していただいた食料や日用品
を無料で配布します。詳しくは、お問
い合わせください。
◦日時
◦会場

12月11日㈯／午前10時

マイタウン白河（本町）

◦配布物

レトルト食品・乾麺・米・

野菜・日用品・マスクなど

※なくなり次第終了します。マイバッ

▲今井珠泉
『松樹千年』
〈市歴史民俗資料館蔵〉

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

クを持参してください。

◦テーマ展の内容／会期

☎6016

㈰まで

問白河地域食料支援実行委員会

施 設

◇「義秀と白河結城氏」／12月５日
◇風景写真クラブ白河写真展「南湖の

四季と癒しの自然風景」／12月12日
㈰～１月15日㈯

広報しらかわ
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