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市民交通災害共済

ラウンジ

市民交通災害共済は、交通事故に
よる被災者を救済する共済制度です。

りぶらん

令和４年度の加入受け付けを、２
月１日㈫から開始します。取りまと
めを実施する町内会に加入している

います。
◦対象 市内在住で18歳以上の健

康な方
問本庁舎生活防災課 内2702／各
庁舎地域振興課 表郷☎2111
大信☎2111

東☎2111

公民館教室受講生

会や老人クラブで相談などの対応や、
年金に関する啓発を行う活動をして
います。地域の活動や、年金制度に
興味のある方はぜひ応募ください。
詳しくは、お問い合わせください。
問白河年金事務所☎4161

しらかわ農業経営
アカデミー

シリーズ
子育て

市内の４つの公民館（中央・表郷
・大信・東）では、趣味・教養・健
康づくり・レクリエーションなど、

農業経営者の知識と経営スキル向
上のため、次の日程でセミナーを開
催します。

課または各庁舎地域振興課・各行政
お気軽にご参加ください。
センターで直接お申し込みください。 《主な教室》
※取りまとめの実施については、各
文化財教室・大人のぬりえ教室・
町内会にお問い合わせください。
トレッキング教室・漢字教室・子ど

◦期日 ２月28日㈪
◦時間 午後３時30分
◦会場 市立図書館りぶらん地域交
流会議室

方は、各町内会を通してお申し込み
ください。
そのほかの方は、本庁舎生活防災

保健
くらしの
情報館
手話
高齢者サロン

◦加入資格 県内の市の住民基本台
帳に記載されている方
※令和４年３月31日㈭までに県内
の市以外に転出する方は加入できま
せん。
◦会費 500円
◦共済期間 ４月１日㈮～令和５年
３月31日㈮
※途中加入の場合は、その翌日から
◦共済内容 ▷見舞金 ２～30万
円 ※入院・通院日数４日以上が対
象です。
▷弔慰金 100万円
問本庁舎生活防災課 内2704

消防団員

休日当番医・
無料相談ほか
市長の
手控え帖

命や財産を守る重要な役割を担って

広報しらかわ

どなたでも参加できる教室を開催し 《第６回ニーズを探る～手軽に出来
ます。お気に入りの教室を見つけて、 るリサーチ》

もステップ教室・レディースセミナ
ー・地理教室・そば打ち体験・陶芸
教室・美術教室・消しゴムはんこ教
室・俳句俳画教室・ハンドメイド教
室・歴史小説講座・健康体操教室・
まだまだ伸びる！60歳からの学校
など
◦申込方法 全戸配布のチラシをご
確認ください。
◦申込期間 ３月１日㈫～18日㈮
問中央公民館☎3810
表郷公民館☎2526
大信公民館☎2511
東公民館☎3159

年金委員

消防団員は、各種訓練で知識や技
術を習得し、火災時の消火活動や災
害発生時の救助活動・避難誘導・予
防活動などを通して、地域住民の生
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暮らしに役立つ情報をお届けします！

※情報は１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。

◦参加費 1,000円
こう
◦講師 福島大学食農学類教授 河
の よしのぶ
野恵伸氏
◦申込期限 ２月22日㈫
◦申し込み・問い合わせ先 本庁舎
農政課 内2249

令和４年度しらかわ
介護福祉専門学校新入生
◦対象 高校生・社会人
◦試験日程（出願日程）
▷F日程 ２月19日㈯（２月１日㈫
～10日㈭）▷G日程 ３月19日㈯
（３月１日㈫～７日㈪）
※令和４年４月より高等教育無償化
制度の認定校になる予定です。
※各種修学支援制度が充実していま

す。詳しくはホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせください。
と年金事務所を結ぶパイプ役として
問しらかわ介護福祉専門
活動する「地域型」年金委員を募集
しています。令和３年３月末時点で、 学校☎1294
日本年金機構では、地域の皆さん

全国約5,300人の年金委員が、町内

アレルギー市民講座
２月17日から23日まではアレル
ギー週間です。アレルギー疾患を正
しく理解し、上手な付き合い方を学
びませんか。アレルギー疾患をお持
ちの方はもちろん、どなたでも視聴

できます。
◦開催（視聴）期間 ２月17日㈭
午前９時～28日㈪午後５時

◦講座内容 ▷内科（喘息など）
▷皮膚科（アトピー性皮膚炎など）
▷耳鼻科（花粉症やアレルギー性鼻
炎など）
▷小児科（食物アレルギーなど）
※各講義15分程度です。内容が変
更となる場合があります。
◦開催方法 YouTube
で配信します。詳しくは、
ホームページをご覧ください。
問福島県健康づくり推進課
☎024-521-7640

お願い
自動車の移転・抹消の
手続きはお済みですか？
自動車税種別割は、
毎年４月１日現在で
車検証に記載されて
いる「所有者」また

は「使用者」に課税されます。
例年「所有していない自動車の納
税通知書が届いた」
「納税通知書が届
かない」などのトラブルが多く寄せ
られています。自動車の登録内容に
異動（移転・変更・抹消）がある場
合は、３月末までに福島運輸支局な

くらしの情報館

どで手続きを済ませましょう。
◦問い合わせ先

195,780円 ※3,540円割引
▷１年前納（口座振替）例

県南地方振興局県税部☎1519

問本庁舎国保年金課
ねんきんダイヤル
☎0570-05-1165

▷登録手続き 東北運輸局福島運輸
支局登録部門☎050-5540-2015
▷納税通知書の送付先変更など

国民健康保険の手続きを
忘れずに
春の異動シーズンを迎えます。就
職や転職、市外への転出などで本市
の国民健康保険資格を喪失する場合
は、お早めに脱退手続きをお願いし
ます。社会保険などに加入した場合
は、手続きの際に新しい保険証を持
参してください。
資格喪失後に本市の保険証を使用
した場合は、後日、市が負担した医

195,140円 ※4,180円割引
※令和４年度の保険料が未定のため、
令和３年度で比較した場合です。
内2164

白河年金事務所☎4161

後期高齢者医療費の
お知らせを発送します
県後期高齢者医療広域連合では、
被保険者の方の健康管理と、医療に

対する関心を高めるため、毎年１回
医療費のお知らせを送付しています。
令和３年１月から12月までに受
診した医療費のお知らせを、２月下

療費を返還する必要がありますので、 旬から順次発送します。ご自身の受
ご注意ください。
診状況など確認してください。
問本庁舎国保年金課 内2168
なお、対象期間内に医療機関への
受診がなかった場合には、お知らせ
は発送されません。詳しくは、お問
い合わせください。
問福島県後期高齢者医療広域連合
国民年金保険料の
☎024-563-3310
納付方法が選べます
本庁舎国保年金課 内2164
国民年金保険料の納付には、納付
書のほか口座振替やクレジットカー
GAPに関する相談会
ドが利用できます。これらは、納付
書で納めるよりも手間が少なく、納
市では、専門の指導員がGAPに
め忘れを防ぐことができます。
関する疑問や質問にお答えする相談
また、保険料を前納（前払い）す
窓口を開設します。GAPに取り組

案 内

ると、割引が受けられる制度もあり
みたい方は、お気軽にご相談くださ
ます。４月分からの前納による口座
い。
振替の申し出は、２月末日までです。 ◦期間 ２月14日㈪～25日㈮

《納付額の例》
▷毎月納付例
16,610円×12か月＝199,320円
▷１年前納（現金納付）例

◦時間 午前８時30分～午後５時
※平日のみ
◦相談場所 本庁舎農政課
問農政課

内2250

広報しらかわ
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※情報は１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。

ふくしま復興を考える
県民シンポジウム

本券１枚で１名様限り
有効期間
令和４年２月１日㈫～
３月13日㈰

本券１枚で１名様限り
有効期間
令和４年２月１日㈫～
３月13日㈰

本券１枚で１名様限り
有効期間
令和４年２月１日㈫～
３月13日㈰

本券１枚で１名様限り
有効期間
令和４年２月１日㈫～
３月13日㈰

本券１枚で１名様限り
有効期間
令和４年２月１日㈫～
３月13日㈰

（2/9㈬・12㈯、3/9㈬・10㈭は休園） （2/9㈬・12㈯、3/9㈬・10㈭は休園） （2/9㈬・12㈯、3/9㈬・10㈭は休園） （2/9㈬・12㈯、3/9㈬・10㈭は休園） （2/9㈬・12㈯、3/9㈬・10㈭は休園）

案 内
被災者生活再建支援金の
申請期限
令和３年２月13日の福島県沖を
震源とする地震により、り災証明書
で半壊または中規模半壊の判定を受
けた方で、その住家を解体した方は
被災者生活再建支援金の支給対象と
なります。すでに申請している方は
対象外です。
◦支給額 100万円（単数世帯の場
合は75万円）
※住家が対象です。り災証明書で非
住家であると記載された建物は対象
外です。
◦申込期限 ３月11日㈮
◦申し込み・問い合わせ先 本庁舎
生活防災課

内2704

しらかわ応援割引
クーポン券追加店舗
第４弾しらかわ応援割
引クーポン券の対象店舗

が 追 加 さ れ ま し た。12
月24日時点で参加店舗は327店舗
です。最新の情報は市ホームページ
をご覧ください。
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なお、クーポン券の使用期限は２
月13日㈰までとなります。

《追加店舗》
◦白河地域 白河そば工場、一本堂
福島新白河店、グレース・共和、陽

月以降に大学などを卒業（修了）し
た方等

《ビッグパレットふくしま（郡山市）》
◦期日 ３月７日㈪
◦時間 午前10時30分～午後５時

氣屋、関屋商店、セブンイレブン新
15分
白河４丁目店、セブンイレブン米村
問福島労働局☎024-529-5396
道北店、カラオケ喫茶カトレア、そ 《サンシャインシティ文化会館ビル
ば処茶園、田楽食堂、磯料理大漁丸、 （豊島区）》
Zipangu Curry Cafe白 河 駅 前 店、 ◦日時 ３月２日㈬
か ふうてい
らーめんまつざき、火風鼎、やき鳥
◦時間 午後１時～４時
ニ コ ッ ト
ル チ ア
ソ リ ス
しんち山、nicotto、Lucia、solis、 問福島県雇用労政課
ペットの旅立ち福島店
☎024-521-7290
◦表郷地域 ㈲鈴木新聞店
《オンライン説明会》
◦東地域 菊正食堂、美華
◦日時 ３月３日㈭～６日㈰
◦申し込み・問い合わせ先
◦時間 午前10時30分～午後４時
白河商工会議所☎3101／表郷商
40分
工 会 ☎  3065／ 大 信 商 工 会 ☎ 
問福島県雇用労政課
2070／ひがし商工会☎2779
☎024-521-7290
問商工課☎5910

ふくしま就職ガイダンス
県内に就業場所があり、正社員と
して採用する計画がある事業所の企
業説明会を開催します。参加する場
合は、事前にホームページから予約
をお願いします。
◦対象 令和５年３月に大学などを
卒業（修了）予定の方、令和２年３

新成人の皆さんへ

１月９日に開催した白河市成人式
に出席できなかった方の「成人証書」
を保管しています。受け取りを希望
する方は、ご連絡ください。
◦保管期間 ３月25日㈮まで
問本庁舎生涯学習スポー
ツ課 内2502

《パネルディスカッション》
の ざき ひろ みつ
分とく山総料理長 野 﨑 洋 光 氏、八

槻純子氏、ダルライザープランニン
わ ち たけあき
うち
県企画調整課では「地域の伝統を
グ代表 和知健明氏、福島県知事 内
ぼりまさ お
つなぎ、未来へ新たなチャレンジ」 堀雅雄
◦申込先 ㈱企画室・コア☎024をテーマに『ふくしま復興を考える
961-9630
県民シンポジウム2022』を開催し
問福島県企画調整課
ます。参加には事前の申し込みが必
☎024-521-7129
要です。詳しくは、ホームページを
ご覧ください。
◦期日 ３月13日㈰

◦時間 午後１時30分～４時
◦会場 新白信ビルイベントホール
（立石）
◦定員 100人予定（入場無料）

高齢者虐待防止のために
高齢者虐待には暴力などをふるう

くらしの情報館

近な人の介護に不安を感じたりする
ことがあれば、ご相談ください。高
齢者や家族を地域で見守り、声を掛
け合える白河をつくりましょう。

問地域包括支援センター☎0332
地域包括支援センター大信サブセン
ター☎9565
西部地域包括支援センター
☎6032
東部地域包括支援センター
☎8889
本庁舎高齢福祉課

内2155

身体的虐待、脅しや無視など心を傷
全国春季火災予防運動
つける心理的虐待、必要な介護や世
◦期間 ３月１日㈫～７日㈪
話をしない介護・世話の放棄・放任
※最終定員は、新型コロナウイルス
◦スローガン
感染症の状況を踏まえて決定します。 （ネグレクト）、性的虐待や経済的
虐待があります。介護疲れや、認知 「おうち時間 家族で点検 火の始末」
《事例発表》
こ ん にゃく
よし じま か ず え
空気が乾燥し、火災が発生しやす
症への適切な対応が分からずに悩み、
㈲大島屋蒟 蒻 店取締役 吉 島 佳 津 恵
わたなべ
氏、白河だるま総本舗14代目 渡邊
い時期が続きます。火の取り扱いに
負担を抱えることで虐待にあたる行
たかあき
高章氏、東陽電気工事㈱代表取締役
十分注意し、火災を出さないようお
為につながってしまい、虐待する人
いしかわのり こ
石川格子氏
願いします。
・受けている人双方に自覚がないこ
《笙の演奏》八槻都々古別神社第79
すべての住宅には、住宅用火災警
ともあります。
や つ き じゅん こ
↗
代宮司 八槻純子氏
報器の設置が義務付けられています。
周囲で気になる方がいたり、身↗
必ず設置するとともに定期的に点検
を行い、適切に維持管理をしましょ
３月市議会定例会の日程（予定）
う。
問白河消防署☎2155
◦時間・会場 午前10時から／本庁舎４階 議場
◀議会中継・
税理士記念日
問議会事務局 内2412
動画配信は
こちらから
税の無料相談会
※傍聴の際は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
観点から、議場の感染対策にご協力をお願いします。
◦期日 ２月23日㈷
期日
内容
◦時間 午前10時～午後４時
２/24㈭
定例会開会
◦会場 市産業プラザ人材育成セン
３/ ２㈬
３㈭・４㈮
７㈪

一般質問・追加議案の上程、委員会付託（請願・陳情）
一般質問
上程議案に対する総括質疑、委員会付託

８㈫～10㈭

常任委員会

14㈪

定例会閉会

ター（中田）

※事前予約は不要です。申告書など
に関する書類をご持参ください。
問東北税理士会白河支部（鈴木隆司
税理士事務所内）☎0316

広報しらかわ
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※呈茶を希望する方は
入園時にお申し込み
ください。
（呈茶料：600円）

※呈茶を希望する方は
入園時にお申し込み
ください。
（呈茶料：600円）

※呈茶を希望する方は
入園時にお申し込み
ください。
（呈茶料：600円）

※呈茶を希望する方は
入園時にお申し込み
ください。
（呈茶料：600円）

※呈茶を希望する方は
入園時にお申し込み
ください。
（呈茶料：600円）

【開園時間】
午前９時～午後４時30分

【開園時間】
午前９時～午後４時30分

【開園時間】
午前９時～午後４時30分

【開園時間】
午前９時～午後４時30分

【開園時間】
午前９時～午後４時30分

問翠楽苑☎6888

問翠楽苑☎6888

問翠楽苑☎6888

問翠楽苑☎6888

問翠楽苑☎6888

（公財）白河観光物産協会

（公財）白河観光物産協会

（公財）白河観光物産協会

（公財）白河観光物産協会

（公財）白河観光物産協会

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。詳

まちかど

しくは、お問い合わせください。
▷早朝座禅会（参加費無料）
◦日時 ３月15日㈫／午前６時30分

立教志塾定例研修会
◦期日 ２月25日㈮
◦時間 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 鎌倉時代の白河
さ が わ しょう じ
◦講師 中世史家 佐川庄司氏
◦料金 500円（塾生無料）
問
（公財）
立教志塾☎1427

白河こども食堂・
寺子屋教室
《白河こども食堂》
◦期日 ３月10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。

／３月６日㈰まで

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

国際ホロコーストデー
上演会「アンネ・フランク」
◦日時 ２月20日㈰／午後２時
※開場は午後１時30分から
◦会場 コミネス小ホール
◦入場料 一般2,500円、高校生以
下1,000円 ※全席自由
◦申し込み・問い合わせ先 アウシ
ュヴィッツ平和博物館☎2108

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

だい

問白河こども食堂支援センター（大
とう じ
統寺内）☎2723
《寺子屋教室》

◀白河だるま
（昭和36年製）
〈歴史民俗資料館蔵〉

▷写経会（参加費500円）
◦日時 ３月24日㈭／午後７時

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
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／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」
▷白河だるま市開催関連展示「白河

だるまと全国のだるま」／３月13日
㈰まで

白河関の森公園
旗宿白河内7-2

☎32-2921

《ひな人形展示》

◦期間 ２月３日㈭～３月３日㈭
◦時間 午前９時～午後４時
◦展示内容／会期
◦会場 ふるさとの家（公園内）
♢平常展示「白河の歴史と文化」
♢コーナー展示「だるまとひな人形」 ※２月９日㈬は休園です。

広報しらかわ
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