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有料広告募集中
問い合わせ…総務部 総務課 ( ☎ 0247-81-3125) へ

●問い合わせ先は問　●申し込み先は申  　●市への申込・書類提出について明記していない
　ものは、期間中の土・日・祝日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで

市の募集・申請に関する
各記事の共通事項

Advertisement広告欄

暮らしの情報案内板

ハチ防護服を貸し出し
ます

貸 　
出

ハチの巣などを駆除する際に使用す
る防護服の無償貸し出しを行ってい
ます。利用を希望される方は、事前
に市民部生活環境課または各行政局
市民課へお問い合わせください。
●対象者　市に住所を有する方
●受付日時
　月～金曜日（祝日を除く）
　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
●注意事項
　・原則１着の貸し出しで、期間は
　　３日以内です。なお、必ず事前
　　に予約が必要です。
　・スズメバチなど、個人での撤去
　　が難しい場合は、民間業者への
　　依頼をおすすめします。
　・営利を目的とした貸し出しはで
　　きません。
　・作業中の事故に関して、市では
　　一切責任を負いません。
問市民部 生活環境課　(81-2272
　各行政局 市民課

介護職員初任者研修
受講者募集

募 　
集

介護職員を養成・確保し、市内の介
護事業所への就業につなげるため、
初任者研修を開催します。
●研修実施期間
　7 月 27 日（金）～ 10 月 2 日（火）
　全 18 回
●募集人員
　20 人（先着順）
●対象者
　市内に住所を有し、市内の介護サ
　ービス事業に従事することを希望
　する方、従事することが確定して
　いる方、またはすでに従事している方
●受講料　30,000 円
　（テキスト代・副教材費を含む）
●募集期間
　7 月 5 日（木）～ 7 月 19 日（木）
●申込方法
　備え付けの受講申込書に必要な書
　類を添えて、保健福祉部高齢福祉
　課にお申し込みください。また、
　申込書は市ホームページからダウ
　ンロードできます。
●決定通知
　受講決定者に個別通知します。
●講座説明会
　7 月 25 日（水）午後６時～７時
問・申

保健福祉部 高齢福祉課(82-1115

Advertisement広告欄

花火・火遊びによる
火災を防ぎましょう

防 　
火

次のことに注意して遊びましょう。
●風が強いときは花火をしない
●燃えやすいものがなく、広くて
　安全な場所を選ぶ
●子どもだけで遊ばせない
●説明書の注意事項を必ず守る
また、子どもに火遊びをさせないた
めに次のことにも注意しましょう。
●子どもだけを残して外出しない
●ライターやマッチを子どもの手の
　届くところに置かない　
●子どもだけで火を使わせない
●火災の恐ろしさ・正しい
　火の使い方について教える
問消防本部 予防課
　(024-923-8172

台風に備えましょう防 　
災

台風が到来する季節となりました。
被害を減らすため、次のことに取り
組みましょう。

【事前の準備】
●側溝を清掃し、水の流れをよくし
　ておく
●風で飛ばされるおそれのあるもの
　は、固定するか片づける
●非常時の必需品（懐中電灯、水、
　食料など）を備えておく

【接近してきた時には】
●気象情報に注意する
●外出は控える
●危険を感じた場合には早めに避難
　する
問消防本部 消防課
　(024-923-8173

熱中症にご注意を予 　
防

熱中症予防のため、次のことに取り
組みましょう。
●こまめに水分補給をする
●運動や作業をするときは、こまめ
　に休憩をとる
●エアコンや扇風機などを活用する
●外出時は、日傘や帽子などで直射
　日光を避ける
問消防本部 消防課
　(024-923-8173

そうだ !
木に登ろう !! ツリークライミング ® 体験会

～木と友達になって、 空から街を見よう～

樹上の世界を体験しませんか？
専用のロープで、誰でもできる木登りです。自分の力、
ペースで登れるので勇気、自信、満足感が味わえます。
ツリークライミング ® ジャパンの公認インストラク
ターが指導するので、安全です。
●日時　7 月 29 日（日）
　　　　午前 10 時～ 11 時 30 分
　　　　午後 0 時 30 分～ 2 時
　　　　午後 2 時 30 分～ 4 時　（各回定員７人）
●場所　片曽根森林公園（児童館隣）
●対象者　小学生以上
●参加料　無料　
●服装　動きやすい服装、運動靴
●受付　当日
　※未成年者の場合は、保護者に
　　サインをいただきます。
問・申

船引公民館　(82-1133

田村市発明工夫展 作品募集

「こんなものがあれば便利だな」、「こんなものがあれ
ば楽しいな」など日頃、皆さんが考えているアイデア
を作品にして応募してください。応募者全員に参加賞
をプレゼントします。入賞者には記念品を贈呈し、作
品を第 64 回福島県発明展へ出品します。楽しい作品
の応募をお待ちしています。
●応募期間　8 月 1 日（水）～ 31 日（金）
●対象者　①小・中学生の部
　　　　　　（市内学校在籍、または市内在住の生徒）
　　　　　②一般・高校生の部
　　　　　　（市内在住、または勤務・通学している方）
●申込先　①小・中学生は各学校へ
　　　　　②一般・高校生は産業部商工課へ
　　　　　※申込用紙は産業部商工課で配布します。
●展示日　9 月 29 日（土）・9 月 30 日（日）
●展示会場　船引公民館
問・申

産業部商工課　(82-6677

めざせ！くびれボディ！

腹筋トレーニング教室
誰でも 1 日 15 分でできる効果的な腹筋トレーニング
を体験する教室です。めざせ！くびれボディ！
●日時　8 月 11 日（土）　午後 6 時 30 分～ 8 時
●場所　船引駅 2 階　YOU・FIT たむら
●対象　中学生以上の方
●定員 20 人程度
●参加費　1,000 円　※当日に納入
●持参物 　タオル・水分補給用の飲み物
●申込方法
　7 月 3 日（火）から、電話でお申し込みください。
　キャンセルの場合、7 月 31 日（火）までにご連絡く
　ださい。それ以降は参加料を納めていただくように
　なります。　　
※お車でお越しの際は、船引駅前駐車場に入り、
　駐車券をお持ちください。
※応募者多数の場合、先着順となります。
問・申

船引コミュニティプラザ YOU・FIT たむら
　(81-2130　※月曜日定休日

効果的なチラシ作り

地域づくり団体 広報講座
地域づくり団体にとって、さまざまな事業をお知らせ
する手段として、チラシ作りはとても大切です。この
講座では、効果的なチラシ作成とその活用について学
びます。
●日時　7 月 28 日（土）　午後 2 時～ 4 時
●場所　市役所１階 多目的ホール
●講師　NPO 法人うつくしまブランチ代表理事
　　　　㈲デザイニングマーブル代表取締役
　　　　渡辺ひろこ さん
●参加費　無料
●申込方法
　電話・FAX・メール・ホームページからお申込み
　下さい。申込は当日も受け付けています。
　 FAX 024-523-2741　*kouza@f-saposen.jp
　【URL】https://f-saposen.jp/　　　
問・申

ふくしま地域活動団体サポートセンター
　(024-521-7333

説 　
明

スモールスタート支援
事業説明会

ふくしま百年基金では、こおりやま
広域圏先行実施モデル事業となる

「スモールスタート支援事業」につ
いての説明会を開催します。
この事業は、地域課題解決のため、
あらゆる分野においての先駆けで、
実験的な取り組みに対して、柔軟な
融資・助成や幅広い支援を行います。
興味のある方は事前にお問い合わせ
ください。
●日時　7 月 19 日（木）
　　　　午後 6 時～ 8 時
●会場　テラス石森（旧石森小学校
　田村市船引町石森字舘 108 番地）
●対象者
　市内の住民・企業・ＮＰＯ
　地域団体
●内容
　・事業説明（30 分程度）
　・事業計画書づくりワークショップ
　　（60 分程度）
　・個別相談会（30 分程度）
問産業部 商工課　(82-6677

有料広告募集中
問い合わせ…総務部 総務課 ( ☎ 0247-81-3125) へ


