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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

催
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認知症について気軽に話しませんか？
「認知症カフェ」

「認知症カフェ」とは、認知症の方やそのご家族、地域の人々、介護・医療の
専門家が互いに交流したり、気軽に情報交換したりできる集いの場です。認知
症になっても安心して暮らし続けられるまちづくりの一環として、全国的に注
目されています。
市では、さまざまな主体による「認知症カフェ」の開催を応援しています。

【は～とカフェ】
●開催日時　毎月第３日曜日　午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分
●開催場所　は～とらいふ船引（船引町東部台六丁目 46）
●参加費　　200 円（お茶・お菓子代）　※どなたでも参加できます。
●主催・問い合わせ先　ＪＡ福島さくら　は～とらいふ船引　(73-8580
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●入居者資格
　①同居または同居しようとする親族があること
　②世帯の収入が基準額を超えないこと
　③現在、住宅に困窮していること
　④市税を滞納していないこと　
　⑤暴力団員でないこと
●申込方法
　1 月 15 日（火）から 31 日（木）までに、備え
　付けの申込書に必要な書類を添えて、建設部都市
　計画課または行政局産業建設課にお申し込みくだ
　さい。
※申込者多数の場合は、抽選となります。
※その他、随時申込み受付可能な団地もあります
　ので、詳しくは都市計画課または各行政局産業建
　設課までお問い合わせください。

※家賃は収入に応じて変わります。

問・申

滝根行政局 産業建設課 (78-1205
大越行政局 産業建設課 (79-2194
常葉行政局 産業建設課 (77-2356
建設部 都市計画課　　 (82-1114

市営住宅入居者募集

神俣団地１（滝根）
●部屋番号　18 号（3 階）
●建築年　昭和 57 年
●構造　中層耐火 4 階
●間取り　３ＤＫ
●駐車場　有
●家賃　14,900 円～

神俣団地２（滝根）
●部屋番号　10 号（2 階）
●建築年　昭和 58 年
●構造　中層耐火 4 階
●間取り　３ＤＫ
●駐車場　有
●家賃　15,100 円～

久保田団地（大越）
●部屋番号　2-311 号（3 階）
●建築年　昭和 55 年
●構造　中層耐火 4 階
●間取り　３ＤＫ
●駐車場　有
●家賃　12,600 円～

募 　
集

新成人の皆さん、
国民年金への加入を

国民年金は、年をとったとき、病気
や事故で障害が残ったとき、家族の
働き手が亡くなったとき、働いてい
る世代みんなで支える仕組みです。
20 歳以上 60 歳未満の方は、国民
年金に加入することが義務付けられ
ています。20 歳になったら、忘れ
ずに加入しましょう！
なお、国民年金保険料を納付するの
が難しい場合、納付が猶予される制
度として、学生の方には「学生納付
特例制度」、学生以外の方には「納
付猶予制度」があります。詳しくは
お問い合わせください。
問市民部 市民課　(82-1112

年
金
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森林資源を調査するため
森林に立ち入ります

福島県では、より効率的に森林を管
理できるよう、市全域の森林を対象
に航空レーザ計測を実施し、森林資
源を詳しく調査・分析しています。
調査の一環として、下記の現地調査
が行われます。森林法に基づいた業
者が森林内に立ち入りますので、ご
理解とご協力をお願いします。
詳しくはお問い合わせください。
●調査の内容
　立木の高さ、太さを測定（調査し
　た立木には色テープを巻かせてい
　ただきます。）
●調査期間
　1 月 4 日（金）～ 1 月 31 日（木）
●調査業者
　国際航業㈱　(024-922-6881
問福島県 森林整備課
　(024-521-7430

森
林

西部団地（常葉）
●部屋番号　1-5 号（2 階）
●建築年　平成 12 年
●構造　中層耐火 3 階
●間取り　３ＤＫ
●駐車場　有
●家賃　21,200 円～

常葉馬場団地（常葉）
●部屋番号　20 号
●建築年　昭和 51 年
●構造　簡易耐火 2 階
●間取り　３Ｋ
●駐車場　有
●家賃　11,100 円～

給付型奨学資金のご案内奨学金

●受付期間（期限厳守）
　1月15日（火）～2月15日（金）
　※ 31 年度に大学などに入学予
　　定で、下記要件を満たす学生
　　は、受験前でも期限までに申
　　請が必要です。
●対象者　
　次の要件を全て満たす方
　①大学、短期大学、専修学校専
　　門課程、高等専門学校（４年
　　生、５年生に限る）に在学ま
　　たは入学予定で、品行が正し
　　く、学術に優れ、身体が健康
　　である方
　　高校３年間の全履修教科につ
　　いて、学業成績（５段階評価）
　　の評定を平均した値が、3.5
　　以上であること
　②申請者及び保護者が田村市内
　　に引き続き 3 年以上住所を
　　有している方
　③経済的理由により修学が困難
　　と認められる方（非課税世帯
　　であること）
　④国、県、他の団体から同種の
　　資金の給与を受けていない方
　⑤市税等の滞納がない方
●給付金額
　■　国公立の場合
　　自宅通学　：月額 20,000 円
　　自宅外通学：月額 30,000 円
　■　私立の場合
　　自宅通学　：月額 30,000 円
　　自宅外通学：月額 40,000 円
●給付の期間　奨学生の在学する
　大学等の正規の修業期間
●選考方法　書類審査のほか、作
　文と面接による選考
●給付の決定　5 人以内で、田村
　市奨学生審査会が決定します。
※願書などは、各公民館、教育
　総務課でお渡しします。
問・申教育部 教育総務課 
　　　(81-1213

旧椚山小・旧門沢小の
物品をお売りします

平成 20 年に閉校した旧椚山小学
校と旧門沢小学校に残っている不
用物品をお売りします。多くのご
来校をお待ちしています。
●開催日時　1 月 14 日（月・祝）
　旧椚山小学校：
　　午前 8 時 30 分～午前 10 時
　旧門沢小学校：
　　午前 10 時 30 分～正午
●販売物品
　小学生用机、椅子、ロッカー、
　作業台、本
●注意事項
　■　購入した物品は、その日のう
　　ちにお持ち帰りください。
　■　数量には限りがあります。
　■　当日は、旧椚山小学校・旧門
　　沢小学校の校庭を開放します。
　■　建物の管理上、案内の場所以外
　　には立ち入らないでください。
　■　旧椚山小学校と旧門沢小学校
　　の物品販売は、今回で最後です。
問教育部 教育総務課
　(81-1213

物品
販売

暮らしの情報案内板
　田村市ホームページ　http://www.city.tamura.lg.jp/

「こおりやま広域圏」
パブリックコメント募集

こおりやま広域圏（※）では、連
携中枢都市圏形成に向けた取り組
みを広く圏域住民に周知するとと
もに、圏域住民からの意見を考慮
した「こおりやま広域連携中枢都
市圏ビジョン」を策定するため、
意見を募集します。
●名称　こおりやま広域連携中枢
　都市圏ビジョン（案）
●閲覧場所　田村市総務課経営戦
　略室、郡山市政策開発課、郡山
　市ウェブサイト
●募集期間　
　1月11日（金）～2月12日（火）
●対象　こおりやま広域圏内に在
　住している方、通勤・通学をし
　ている方、ビジョンに利害関係
　がある方
●応募方法　任意様式に住所、氏
　名、電話番号を記入し、郡山市
　政策開発課宛に郵送、FAX、郡
　山市ウェブサイト、メールまた
　は窓口提出
※こおりやま広域圏…郡山市、須
　賀川市、田村市、本宮市、大玉村、
　鏡石町、天栄村、猪苗代町、石
　川町、玉川村、平田村、浅川町、
　古殿町、三春町、小野町
問総務部 総務課　(81-2117

意見
募集

←こおりやま広域圏
　ポータルサイト
　（郡山市ウェブサイト）

●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
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