
●日時　　8 月 3 日（土）午前 10 時
●場所　　船引児童館広場
●内容　　スーパーボールすくい、景品付きわなげ、
　　　　　ヨーヨーつり、かき氷など
●対象   　どなたでも参加できます（幼児は保護者同伴）
●参加料　一人　300 円
●申込　　7 月 27 日（土）までに参加料を添えて、
　　　　　船引児童館へお申し込みください。

各施設の催し・募集など
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見やすく読み間違えにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。 ●日時　8 月 7 日・21 日・28 日（水）　　

　　　　午前 10 時 30 分
●内容　  7 日：水遊び（タオルと水着などをご持参ください）
　　　　21 日：わらべうた、新聞紙遊び
　　　　28 日：誕生会、絵本の読み聞かせ
●対象   ０歳～６歳児と保護者　

ひまわりひろば

子ども (82-1510（ FAX 兼用）子育て支援センター

～ 7月 28 日は、日本肝炎デーです～
肝炎ウイルス検査は受けましたか？

正しく知ろう　肝炎のこと
・ウイルス性肝炎は、肝炎ウイルスに感染して、肝臓の
　細胞が壊れていく病気です。
・ウイルス性肝炎は、国内最大級の感染症と言われ、
　日本人の約 100 人に 1 人が感染していると推計され
　ています。
・肝臓は「沈黙の臓器」と言われ、肝炎ウイルスに感染
　しても、ほとんどの場合自覚症状がありません。
　知らない間に病状が進行し、気づいた時には肝硬変や
　肝がんなど命にかかわる病気になっています。
・肝がんの原因の約 80％がウイルス性肝炎です。

市では、総合健診で肝炎ウイルス検査を行っています。
●実施期間　8 月 31 日まで（日程表は、市政だより
　　　　　　4 月号を確認してください。）
●実施場所　各総合健診会場
●対象者　　40 歳の方、41 歳～ 70 歳でこれまで
　　　　　　肝炎ウイルス検査を受けたことがない方。
●自己負担　無料
問  保健福祉部 保健課(81-2271

ウイルス検査を受けましょう

子ども (82-0690（ FAX 兼用）船引児童館

「ちびっこ夏祭り」参加者募集

自分だけの灯籠を
　　　　作りませんか？

田村市青少年健全育成市民会議事業として、田村の夏の
風物詩『灯籠流しと花火大会』に流す灯籠を作製してく
れる小学生を募集します。　
自分だけの灯籠を作製して、夏休みの思い出にしません
か？ぜひご参加ください！！

●対象　市内の小学生
　　　　（めだかの学校と放課後児童クラブ登録者を除く）
●募集数　200 基（キットがなくなり次第終了）
●作製方法　灯籠作製キットをお渡ししますので、
        　　　 自由に描写し、組み立てまで行います。
●受付場所　市内各公民館
●受付期間　７月 22 日（月）～８月９日（金）
●その他　作製した灯籠は、灯籠流し大会当日
　　　　　（８月 18 日）にお持ちください。

問  教育部 生涯学習課(81-1215

この記事は、船引高等学校
デュアルシステム企業実習で
経営戦略室に来てくれた船引

高校 2 年の大
おおうちひろと
内大翔さんが

作成しました。

国民健康保険
         限度額適用認定証の更新申請
現在お持ちの限度額適用認定証の有効期限は 7 月
31 日までです。
更新の手続きには以下のものを持参し、市民課、各
行政局または各出張所で申請してください。
　●持参するもの　　
　　・国民健康保険被保険者証　　　
　　・本人確認書類（運転免許証など）
　　・個人番号確認書類（通知カードなど）
　　・印鑑
　問  市民部 市民課(82-1112

在宅で児童を養育する保護者の方で、次の要件すべてに該当す
る方に「子育て支援奨励金」が支給されます。
該当する方は申請が必要です。
●支給要件
　①平成 25 年 4 月 2 日から平成 28 年 4 月 1 日までに
　　生まれた満 3 歳から 5 歳の児童を養育している。
　②児童が保育所・幼稚園などに通っていない。
　③児童と同居している。
●支給額

支給月 支給額
  8 月（4 月～ 7 月分）

　児童 1 人につき
　　　　　月額 5,000 円12 月（8 月～ 11 月分）

  4 月（12 月～ 3 月分）
●その他
・月の途中で、転出または転入、保育所・幼稚園などへの入
　所があった場合、その月は支給対象月から除かれます。
　また、保育所・幼稚園などを退所した場合は、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。
問  保健福祉部 こども未来課(82-1000　
　 各行政局 市民課

子育て支援者をサポートします

子ども (78-1112（ FAX 兼用）三世代ふれあい交流館

「こどもまつり」参加者募集

●日時　　8 月 2 日（金）午前 9 時 30 分
●場所　　三世代ふれあい交流館
●内容　　人形劇　劇団「赤いトマト」、
　　　　　うちわ作り、体を使った遊びなど
●対象   　どなたでも参加できます（幼児は保護者同伴）
●参加料　無料
●申込　　7 月 27 日（土）までに三世代ふれあい交流館
　　　　　へお申し込みください。

  聖火ランナー募集！！
東京2020オリンピック

◆応募方法
　（１）応募フォーム
　　TOKYO2020 ふくしま情報サイト『ふくしまプラス 2020』
　　のトップページから応募フォームに入り必要事項を記入して応募
　　（URL：https://www.fuku-plus2020.jp/　または、「ふくしまプラス 2020」で検索）
　（２）郵送
　　所定の応募用紙に必要事項を記入し、下記に送付して応募
　　（8 月 31 日の郵便局の消印のあるものまで受付）
　　・送付先　東京 2020 オリンピック聖火リレーふくしま実行委員会事務局
　　・住　所　〒 960-8670　福島市杉妻町 2 番 16 号
◆問い合わせ先
　福島県聖火ランナー募集コールセンター
　0570-200502（受付時間：平日　午前９時～午後 5 時）

８月31日（土）
募集締切

募集人数

県内５９市町村にゆかりのある
　　ランナーを各１名選出

59人

風しん抗体検査のクーポン券が届いた皆様へ

お送りした通知に誤りがありました。
総合健康診査会場での抗体検査はできません。
抗体検査は医療機関で行うよう、お願いします。
訂正してお詫びします。

問  保健福祉部 保健課(81-2271

訂正とお詫び



田村地方衛生処理センターは、
8 月 14 日（水）から 18 日（日）
まで休業します。お盆前にし尿くみ
取りをご希望の方は、次の期限まで
にお早めにお申し込みください。

【滝根・大越・都路・常葉地区の方】
・8 月 2 日（金）までのお申し込み
　⇒ 8 月 13 日（火）までに実施

【船引地区の方】
・お住まいの地域により巡回日が決
　められています。
・詳しくは、下記までお問い合わせ
　ください。
問・申  田村地方衛生処理センター
( 82-1272　    82-1428

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

●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

主な問い合わせ先

●滝根行政局　〒 963-3692
　田村市滝根町神俣字関場 118 番地
　(78-2111（代表）　 FAX 78-3710
●大越行政局　〒 963-4192
　田村市大越町上大越字水神宮 62 番地 1
　(79-2111（代表）　 FAX 79-2953
●都路行政局　〒 963-4701
　田村市都路町古道字本町 33 番地 4
　(75-2111（代表）　 FAX 75-2844
●常葉行政局　〒 963-4692
　田村市常葉町常葉字町裏 1 番地 
　(77-2111（代表）　 FAX 77-2115

休日・延長窓口の開設案内

●取扱業務…各種証明書の発行のみ
【休日窓口】
●開設日…日曜日
●場　所…田村市役所 本庁
●時　間…午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

【延長窓口】
●開設日…毎週木曜日（祝日を除く）
●場　所…田村市役所 本庁
●時　間…午後 5 時 15 分～ 6 時 30 分

※時間外の緊急時連絡先  (81-1220

●田村市役所
　〒 963-4393
　田村市船引町船引字畑添 76 番地 2
　(81-2111（代表）　　81-2522FAX

※市民の声専用ダイヤル  (82-0066

暮らしの税情報

今月の納期限【 7 月 31 日（水） 】
●国民健康保険税…1 期分
問 市民部 市民課(82-1112
●固定資産税…2 期分
問 市民部 税務課 (81-2119

第 69 回福島県統計グラフ
コンクール作品募集

募
集

●募集作品
　観察記録や既存のデータなどを
　手描きまたはパソコンでグラフに
　したポスター
　・テーマ　自由
　・大きさ　B2判（72.8 ㎝× 51.5 ㎝）
●応募資格　小学生以上
●募集期限　9 月 4 日（水）
●作品送付先・問い合わせ
　〒 960-8670（住所記載不要）
　福島県企画調整部統計課
　024-521-7143
　※小・中・高校生は、各学校へ
　提出してください。

県では、統計に興味と親しみを持っ
ていただくため、毎年「統計グラフ
コンクール」を開催しています。

田村市社会福祉協議会
職員募集

募
集

●募集内容
職種 応募資格

事務職員 社会福祉士（大卒）
保健師 保健師

看護職員 看護師、准看護師
介護職員 介護福祉士

※資格取得見込可
●募集人数　若干名
●応募方法
　8 月 1 日（木）から 30 日（金）
　までに、下記窓口に備え付けの
　申込用紙に必要な書類を添えて、
　提出してください。
●試験日
　1 次試験　10 月上旬
　2 次試験　10 月中旬
●その他
　臨時職員、登録ヘルパーについては、
　随時募集しています。
問・申　
社会福祉法人　田村市社会福祉協議会
総務課　(68-3434

市営住宅入居者募集募
集

●古道団地（都路）
　・部屋番号　11 号（3 階）
　・建築年　昭和 59 年
　・間取り　3K
　・家賃　13,400 円～ 48,700 円
　・駐車場　有
●下里団地（船引）
　・部屋番号　2-1 号（1 階）
　・建築年　昭和 53 年
　・間取り　3DK
　・家賃　13,100 円～ 35,300 円
　・駐車場　無
●下里団地（船引）
　・部屋番号　2-10 号（1 階）
　・建築年　昭和 53 年
　・間取り　3DK
　・家賃　13,100 円～ 35,300 円
　・駐車場　無
　※家賃は収入に応じて変わります。
●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
　8 月 1 日（木）から 15 日（木）
　までに、下記窓口に備え付けの申
　込書に必要な書類を添えて、お申
　し込みください。
●その他
　・申込者多数の場合は、抽選とな
　　ります。
　・その他、随時申込み可能な団地
　　もあります。詳しくは下記まで
　　お問い合わせください。
　・　　建設部 都市計画課(82-1114
都路行政局 産業建設課 (75-3550
問 申

ふるさと帰還通行カードの
ご利用に関するお知らせ

周
知

引越し等により、ふるさと帰還通行
カードのお申込書に記載いただいた
ご住所（現住所）に変更があった場
合は、登録内容の変更が必要になり
ますので、下記へご連絡ください。
問・申　
NEXCO 東日本 お客様センター
(0570-024-024
(03-5338-7524

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。貸し出しは予約制となってい
ます。利用を希望される方は、事前
に下記へお問い合わせください。
●対象者　市内にお住まいの方
●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
　※貸し出しは土日祝日も可能です。
●注意事項
　・防護服のみの貸し出しです。
　・原則１着の貸し出しで、期間は
　　３日以内です。
　・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
　　依頼をお薦めします。
　・作業中の事故に関して、市では
　　一切責任を負いません。
問・申市民部 生活環境課(81-2272
　　　各行政局 市民課

要介護・要支援認定の
更新申請

申
請

要介護・要支援認定期間が切れる方
で、引き続き介護保険サービスの利
用を希望される場合は、更新申請が
必要です。更新申請は、認定有効期
間終了日の 60 日前から下記の窓口
で手続きができます。
なお、更新申請は居宅介護支援事業
所や介護保険施設でも代行できます
ので、詳しくは各事業所に直接お問
い合わせください。
問・申  保健福祉部 高齢福祉課
(82-1115
各行政局 市民課、各出張所

船引清掃センターごみ
搬入一時休止のお知らせ

周
知

船引清掃センターのトラックスケー
ル（はかり）点検整備および法定検
査のため、下記時間帯のごみの受け
入れを休止します。
●休止日時
　① 7 月 19 日（金）
　　午後 2 時～業務時間終了まで
　② 7 月 22 日（月）
　　午前 11 時 30 分～午後 2 時まで
　※②については、作業状況により
　終了時間が前後する場合があります。
問  市民部 生活環境課(81-2272
　 船引清掃センター  (84-2840

重度心身障害者医療費
受給者証を更新します

更
新

現在交付している「重度心身障害者
医療費受給者証」を８月１日で更新
します。
受給者、配偶者とその生計を維持す
る方の所得などを確認し、更新結果
と新しい受給者証を７月末までに送
付します。
現在のところ支給停止中の方も同様
に、所得などの確認を行います。
なお、転入された方は所得確認のた
め、前住所地発行の所得 ･ 課税証明
書の提出を求めることがあります。
次の場合は更新することができませ
ん。速やかに手続きをお願いします。
●受給者本人、配偶者と生計維持者
　の住民税が未申告の場合
●加入する健康保険が確認できない
　場合

【変更届が必要な場合】
下記の場合は、受給者証・健康保険
証・印鑑などを持参し、必ず届出を
してください。
・住所・氏名などに変更があった　
　とき
・健康保険証に変更があったとき
・扶養義務者が変更になったとき
・障害の程度が変わったとき
・田村市から転出するとき
・受給者が死亡したとき
問・申  保健福祉部 社会福祉課
　　　 (81-2273

滝根体育館改修工事のお
知らせ

周
知

長年の使用による老朽化などのた
め、7 月 か ら 令 和 2 年 8 月 ま で、
滝根体育館の大規模改修工事を実施
します。
改修工事の期間中、体育館の利用は
できません。
なお、代替施設については、滝根町
内の体育施設、市内他地域の体育館
などをご利用ください。
問  滝根公民館(78-2001

図書館常葉分館休館の
お知らせ

周
知

常葉分館では、8 月 6 日（火）か
ら 15 日（木）までの間、蔵書点検
のため休館します。ご迷惑をおかけ
しますが、市内各館をご利用ください。
また、古くなった本などの廃棄に伴
い、8 月 16 日（金）から文化の舘
ときわ内で、図書・雑誌などのリサ
イクル本を無料配布します。
なお、図書・雑誌共に、先着順にお
渡しします。
問  図書館本館(82-1001
　 常葉分館(77-2013

敬老会のご案内案
内

●日時　9 月 15 日（日）午前 10 時
●招待者
　今年の 3 月 31 日現在で、満 74
　歳以上の方（昭和 20 年 4 月 1 日
　以前に生まれた方）
●その他　
・案内状は、9 月初めにお送りしま
　 す。案内状を持参して当日会場へ
　 お越しください。敬老記念品をお
　 渡しします。
・敬老祝金は、次の生年月日の方が
　対象となり、口座振込となります。
・敬老祝金支給対象者の方へは、案
　 内状とは別に「口座振込通知書」
　 を 8 月中旬に送ります。
●敬老祝金対象者

対象者生年月日 祝金の額
  昭   6.4.2 ～昭   7.4.1   30,000 円
  昭 14.4.2 ～昭 15.4.1   20,000 円
  昭 19.4.2 ～昭 20.4.1   10,000 円

●会場
地区 会場
滝根  天地人大学　※
大越  大越小学校体育館　 
都路  都路中学校体育館
常葉  常葉公民館
船引  市文化センター 
文珠  市文化センター 
美山  美山小学校体育館
瀬川  瀬川小学校体育館
移  旧移中学校体育館

芦沢  芦沢農業センター
七郷  船引南中学校体育館
要田  要田小学校体育館

※昨年までの会場から変更されて
いますので、ご注意ください。

問保健福祉部 高齢福祉課(82-1115
　各行政局市民課

「エンディングノート」
を作成しました

周
知

市民の皆さんが住み慣れた地域で最
期まで自分らしい暮らしを続けられ
ることを願い、エンディングノート

『私の終活～考えてみましょう　話
し合ってみましょう～』を作成しま
した。
●配布対象者　市内にお住まいの方
　（無料で配布します）
　※数に限りがありますので、配布
　　終了の場合はご了承ください。
●配布場所
　高齢福祉課、各行政局市民課
●エンディングノートとは・・・
　人生を振り返り、ご自身に関する
　情報や希望を分かりやすくまとめ、
  しっかりと残しておくことで、家
　族を助けることができるノートで
　す。
　書くことでご自身の大切な思いを
　自然と整理することもできます。
問保健福祉部 高齢福祉課(82-1115 

【変更のお知らせ】
 お知らせ版 6 月 15 日号に掲載
していた「旧移中学校の不用物
品の販売」 の開催日に変更があ
りました。
 ＜変更前＞ 7 月 28 日（日）
 ＜変更後＞ 8 月　4 日（日）
　　　　　  午前 9 時～正午
問  教育部教育総務課(81-1213

お盆のし尿くみ取りの
申し込みはお早めに！

周
知

FAX


