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●日時　8月 1日（水）・8日（水）
　　　　午前 10時 30分
●内容　親子遊び、手遊び、製作、
　　　　絵本の読み聞かせなど
●対象　０歳～６歳児
※ 8日は「0･1 歳児ひろば」です。

ひまわりひろば

滝根公民館 ta-kominkan@city.tamura.lg.jp　78-2001　 F 78-2159

こども

 生 涯

7.15    

●日時　8月31日（金）、9月14日・21日（金）
　　　　午後7時～9時
●会場　滝根公民館
●対象　滝根地区にお住まいのかた
●内容　癒やし系和風インテリアグッズ作成
　　　　※全3回の講座で2個の作品を作ります。
●定員　20人（先着順）
●参加費　1,500円（材料費）
●申込方法　8月20日（月）までに電話などでお申し　
　　　　　　込みください。

●日時　8月4日（土）　午前10時～正午
●会場　船引就業改善センター（船引児童館隣り）
●対象　どなたでも参加できます　※幼児は保護者同伴に限ります
●内容　スイカ割り、ビンゴゲーム、出店（ポップコーン・からあげ・かき氷・おにぎり・ヨーヨーすくいなど）
●申込方法　7月31日（火）までに、電話または直接お申し込みください。
●参加費　1歳～2歳児100円、3歳児以上200円、大人200円　※当日お預かりします。

船引児童館  funehiki-c@city.tamura.lg.jp　82-0690　 F 82-0690こども

「ちびっこ夏祭り」参加者募集

●日時　7月20日（金）　午後6時30分～8時30分
●会場　星の村ふれあい館 大広間
●料金　1人3,000円（生ビール飲み放題・料理付）
●申込方法　事前予約が必要です。
●その他　カラオケ歌い放題も料金に含まれます。

星の村ふれあい館  fureaikan@city.tamura.lg.jp　78-3100　 F 78-3010 福 祉

大浴場のほかに研修室も兼ね備え、さまざまな
用途に応じてご利用いただける宿泊施設です。
●入浴料　大人400円、小学生以下200円
●利用時間　午前8時30分～午後8時30分

生涯学習セミナー
「いっかん張り教室」受講生募集

●開所日　月～土曜　※祝日を除く
●時間　午前 9時～午後 5時
● その他　調乳用のお湯を準備して
います

 利用案内

竹カゴなどに和紙や布を貼り、柿渋を塗って
仕上げたもの。身近なものに丈夫
さと美しさをプラスでき、一度
作り方を覚えれば雑貨だけでなく
家具などにも応用できます。

「いっかん張り」ってなに?

星の村ふれあい館生ビールまつり

8月は特に血液が不足しやすい時期です。大切な命を救うため、一人でも多くの皆
さんのご協力をお願いします。今回の献血は、田村地区労働福祉協議会の組合員の
皆さんのご協力によって、献血バス2台で行います。

●日時　8月5日（日）　午前10時～午後4時
●会場　メガステージ田村 ヨークベニマル側駐車場
●問い合わせ　保健福祉部 保健課　81-2271

街頭献血にご協力を

1万本の竹灯のやさしい光につつまれて「都路灯まつり」

勇壮な太鼓の響き
「鬼の里納涼夏まつり」

鬼五郎幡五郎太鼓などの各種イベント、恒例のカラオケ
大会や、おおごえ（大声）大会で盛り上がろう。
●日時　８月１２日（日）　午後 1時～ 8時 30分
●会場　つつじレインボーロード
●問い合わせ　鬼の里納涼夏まつり実行委員会事務局
（大越行政局 産業建設課内）79-2193

暑い夏は鍾乳洞でひんやりと
「あぶくま洞夏まつり」

フラダンスで常夏気分を満喫。
昔なつかしの縁日コーナーでお楽しみに。
●日時　８月１３日（月）～１６日（木）　
　　　　※時間はお問い合わせください。
●会場　あぶくま洞
●問い合わせ　あぶくま洞管理事務所78-2125

「こどもの国ムシムシランド
サマーフェスティバル・ときわお盆の夕べ」

戦隊ショーや歌謡ショー、盆踊りや打ち上げ花火など1日
中楽しめます。先着64人にカブトムシをプレゼント。
●日時　８月１５日（水）　午前 10～午後 9時
●会場　常葉行政局駐車場
●問い合わせ　常葉町観光協会事務局
（常葉行政局 産業建設課内）77-2371

夜空を彩る花火と灯籠の競演「灯籠流しと花火大会」

今回で63回を迎える、たむらの夏の風物詩。
川面に浮かぶ幻想的な灯籠と夜空を彩る約1,000発の花火をお見逃しなく。
●日時　８月１９日（日）　午後 4時～ 9時
●会場　大滝根河畔・扇田地内
●問い合わせ　船引町観光協会事務局（船引町商工会館内）82-4264

今年の夏休
みは市内のイベントを制覇しよう！心躍るひとときを。
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2年ぶりとなる、都路灯まつり。復興に祈りを込めて灯す１万
本の竹灯が、やわらかな光を織りなし、幻想的な空間を作ります。
●日時　８月４日（土）　午後 3時～ 9時
●会場　都路運動場
●問い合わせ　いきいき都路ふるさと再発見事業実行委員会
　事務局（都路行政局 産業建設課内）75-3550

夏まつりイベント情報

地元の魅力を再発見
「滝根っこ夏まつり」

和太鼓の力強い演奏と“よさこい”の躍動感あふれる舞い
をご堪能ください。
●日時　８月１５日（水）正午～
●会場　神俣駅前広場、滝根コミュニティ広場
●問い合わせ
　滝根っこ夏まつり実行委員会事務局78-3112
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幻想的な空間作りに参
加してみませんか。
当日参加もできます。
お近くの係員へお声
　　かけください。

竹灯への火入れ
ボランティア募集中！

　上記の記号について :　　　← 打ち上げ花火を開催するイベントです。雨天時は延期になる場合があります。詳しくは各お問い合わせ先へ。
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　事務局（都路行政局 産業建設課内）

郡山駅献血ルーム
（ＪＲ郡山駅構内）
●午前の受付
午前 10 時～午後 0時
30 分、
●午後の受付
午後 1時 45 分～ 5時
●問い合わせ
024-925-2638
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最寄りの献血施設は?



●

　田村市ホームページ　http://www.city.tamura.lg.jp/みんなの暮らしにまつわる情報案内板
ナビゲーション

●滝根行政局
   963-3692　
   田村市滝根町神俣字関場118番地　
   地域振興課…78-2111 
   市　民　課…78-1202 
   産業建設課…78-1204
●大越行政局
   963-4192　
   田村市大越町上大越字水神宮62番地1 
   地域振興課…79-2111 
　市　民　課…79-2112 
   産業建設課…79-2193 
●都路行政局
   963-4701　
   田村市都路町古道字本町33番地4
   地域振興課…75-2111 
　市　民　課…75-2112 
   産業建設課…75-3550
●常葉行政局
   963-4692　
   田村市常葉町常葉字町裏 1番地 
   地域振興課…77-2111 
　市　民　課…77-2112 
   産業建設課…77-2371 
●滝根公民館…78-2001
●大越公民館…79-2161
●都路公民館…75-2063
●常葉公民館…77-2013
●船引公民館…82-1133

各行政局の問い合わせ先
午後1時30分～3時30分
●会場　郡山市保健所
● 対象　10代後半～30代の「ひき
こもり」状態のかたのご家族
● 内容　①医師の講話、②臨床心理
士や支援者などを交えた学習会
●申し込み・問い合わせ
県中保健福祉事務所 障がい者支援チ
ーム  0248-75-7811

●電話・来庁（来館）で申し込む　●費用（料金）は無料
●はがき・ F (FAX) で申し込む場合は次の必要事項を記入「行事（教室）名・郵便番号・住所・氏名・電話番号」

各記事に明記していないもの
（共通事項）

児童手当を受けているかたは、6月
中に現況届の提出が義務付けられて
います。対象になるかたへ通知を送
付していますが、まだ提出されてい
ないかたは、忘れずに手続きをお願
いします。

●必要書類
①現況届
②受給者の保険証（国民年金保険加入
の場合は不要）
③印鑑
④所得証明書（平成24年１月１日時
点で市内に住所がなかったかた）
⑤申立書（児童と別居している場合や
児童を養育している場合など）
⑥児童の属する世帯全員の住民票（児
童と別居している場合）　など
●その他
・提出がない場合は6月分以降の手
当が支給できませんのでご注意くだ
さい。
・６月分の手当から所得制限が適用さ
れることに伴い、所得証明書の提出
が必要になる場合があります。
●問い合わせ
保健福祉部 社会福祉課  81-2273

児童手当現況届の提出は
お済みですか

 育
　  児

7月9日から、引っ越し先の市区町
村でも住基カードを継続して利用で
きるようになりました。
●継続利用の条件
住基カードの継続利用を希望する場
合は、転出届を提出する際にお伝え
ください。※転出届を郵送する場合
は「住基カードの継続利用を希望する
こと」と「日中に連絡がとれる電話番
号」を記入してください。
●継続利用の注意点
手続きには住基カードに設定した暗
証番号の入力が必要です。
●問い合わせ
市民部 市民課 82-1112

住民基本台帳カードが
継続して利用できます

 住
　  基

「田村市子育て支援奨励金」
の支給申請

 育
　  児

市臨時職員募集 募
　  集

●職種・人数　給食補助員・１人
●勤務場所　滝根保育所
●応募資格　市臨時職員として通算
60月以上となるかたはご遠慮ください。
● 雇用期間　8月1日～平成25年
1月31日（期間終了後も継続予定）
●提出書類　市指定の履歴書に6カ
月以内に撮影した上半身の写真を貼
り付けたもの
● 募集期間　7月13日 (金 )～ 23
日 (月 )
●その他　勤務時間・賃金日額など
詳しくはお問い合わせください。
●申し込み・問い合わせ
保健福祉部 社会福祉課  81-2273

休日当番医が変更に
なりました

●日時　7月22日（日）
●変更内容
　変更前 … 矢吹医院
　変更後 … まつえ整形外科
●診療時間　午前9時～午後6時
●問い合わせ
保健福祉部 保健課 81-2271

在宅で児童を養育する保護者のかた
で、次の要件のすべてに該当するか
たに支給されます。該当するかたは
申請が必要です。
●支給要件
①平成18年4月2日～平成21年
4月1日生まれの満3歳～満5歳の
児童を養育している。
②児童が保育所および託児所など（事
業所内保育施設を除く）または幼稚園
に通っていない。
③児童と同居している。
●支給額

●その他
・月の途中で、転出・転入および保育
所など(託児所、幼稚園)への入退所
があった場合、その月は支給対象月
から除かれます。

11月18日（日）開催の第24回市町
村対抗福島県縦断駅伝競走大会「ふ
くしま駅伝」の選手選考会を行います。
●日時　8月4日（土）　午後４時
●受付　午後3時～
●会場　市総合運動公園 多目的運動
広場
●対象
①市内にお住まいの中学生・高校生・
一般のかた
②市外にお住まいの市内中学校出身
のかた
● 選考距離　男子5,000ｍ、女子
3,000ｍ
● 選考基準　この選考会のほか、各
種大会などの記録を参考にします。
●問い合わせ
教育部 生涯学習課  68-3113

 募
　  集

ふくしま駅伝
田村市チーム選手選考会

小学生に学ぶことの意義や楽しさを
感じてもらう手助けをしませんか。
●対象　地元出身の高校生・短大生・
大学生または卒業生
● 期間　8月1日 (水 )～ 3日（金）
の3日間（午前のみ）
※7月31日（火）に事前研修会を行
います。
●会場　市内小学校
● 講師謝金　1時間 1,000円（1日
3時間）
※高校生は1時間 800円
●募集人数　20～40人
● 指導内容　市内小学5年生（希望
者のみ）を対象とした算数の個別支援
と解答・解説
●応募方法　7月20日（金）までに「講
師バンク申込用紙」に必要事項を記入
のうえ、教育部学校教育課へお申し
込みください。申込用紙は、教育部
学校教育課、各公民館、各行政局市
民課にあります。
●その他
①応募されたかたを「講師バンク」の
名簿に登載します。
②講師の決定は7月下旬にご連絡し
ます。
●申し込み・問い合わせ
教育部 学校教育課  68-3112

 募
　  集

小学生サマースクール
「先輩と学ぼう」講師募集

・保育所など (託児所、幼稚園 )を退
所した場合は、翌月から支給対象に
なりますので、支給申請をしてくだ
さい。
・支給要件に該当しなくなったとき
は、喪失届を提出してください。喪
失の届出がない場合、奨励金を返還
していただくことがあります。
●申し込み・問い合わせ
保健福祉部 社会福祉課  81-2273
各行政局 市民課

informa
tion

本坊団地（常葉）
●部屋番号　1-14号
●建築年　昭和57年
●構造　中層耐火4階
●間取り　3DK
●家賃　13,200円～
●駐車場　有
● 申込方法　7月31日（火）までに
備え付けの申込書に必要書類を添え
てお申し込みください。
※申込者多数の場合、抽選になります。
●申し込み・問い合わせ
建設部 都市計画課  82-1114
常葉行政局 産業建設課  77-2356

 募
　  集

市営住宅入居者募集

期 支給月 支給額
7月期   8月（4月～7月分） 児童

1人につき
月額5,000円

11月期 12月（8月～11月分）
3月期   4月（12月～3月分）

自宅以外の生活の場を6カ月以上失
い、自宅にこもってしまう「ひきこも
り」状態のかたが増えています。接し
方などで困っているご家族を対象に
家族教室を開催します。
● 日時　7月31日（火）～11月20
日（火）のうち全5回

思春期・青年期
「ひきこもり家族教室」

 保
　  健

滝根・大越・常葉地域のかたへ
お盆前後のし尿くみ取りは下記の日
程で行います。
●受付
①8月3日までの申し込み
　⇒8月13日までに実施
②8月4日以降の申し込み
　⇒8月17日以降に実施
●申し込み・問い合わせ
各行政局　市民課
都路・船引地域のかたへ
●受付　田村地方衛生処理センター
へ電話でお申し込みください。
●申し込み・問い合わせ
田村地方衛生処理センター
82-1272

お盆前のし尿くみ取りの
申し込みはお早めに

 生
　  活

都路診療所・歯科診療所
休診日のお知らせ

診察やお薬など、早めの対応をお
願いします。
●休診日　8月13日 (月 )、14日
(火 )、15日 (水 )
●問い合わせ
都路診療所　75-2003
都路歯科診療所　75-2208

健康ミニだより●売却物件　旧移駐在所（土地・建物）
●最低売渡価格　2,612,200 円　●入札保証金　130,600 円

●入札方法　郵便および持参による一般競争入札
●入札の参加手順
　①入札希望者は市有財産の現況などを事前に確認する。
　②財政課で受付後、入札の説明を受ける。
　③入札書に希望金額を記入し封筒に入れ、郵送または財政課へ持参する。
　④最低売渡価格の 100分の５の入札保証金を入札執行前までに納付する。
　⑤入札執行日に参加し、開札結果を確認する。
●注意点
　・入札に参加できるかたは資格および条件を満たしているかたに限られます。
　・郵送する場合は封筒の表に『市有財産入札書在中』と記入してください。
●入札書の受付および配布期間
　 7 月 19日 ( 木 ) ～ 8月 1日 ( 水 )
　※郵送の場合は 8月 1日必着
●入札書の配布
　・時間…午前 9時～午後 4時
　・場所…田村市役所 総務部 財政課
　・その他…土・日、祝祭日は入札書
　　を受け取れません。
●申し込み・問い合わせ
　総務部 財政課 81-2118

所在地 地目 土地面積 構造 建築年
船引町上移字
根岸32番1 宅地 379.84㎡ 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建74.52㎡ 昭和

54年鉄板造亜鉛メッキ鋼板葺平家建4.62㎡

　　　　　　　　　　県道浪江三春線
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市有財産を売却します
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