
市の募集・申請に関する
各記事の共通事項

●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

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

各イベント・教室 案内
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Advertisement広告欄

水廻りの工事・修理・リフォーム承ります
●水道修理、排水詰り、流し台、洗面ユニット、水洗便器交換、ユニットバス、
　浴槽入替工事、石油ガス給湯器修理交換、シャワー水栓交換、ポンプの修理交換、
　浄化槽工事、プロパンガス・灯油販売、上記以外の工事も承ります

      《水道工事指定店》　《下水道工事指定店》

㈱マルショウ田母神
本社　田村市船引町東部台四丁目 283
　　　TEL0247-82-5711  FAX0247-82-5712
支社　郡山市富久山町福原字釜沼 7-1
　　　TEL024-944-2371  FAX024-944-0708

フリーダイヤル
0120-194-090

医療法人　佑和会

雷クリニック
理事長　医学博士　雷 毅 医学博士　齋藤 広信
一般内科診療、消化器・肝臓病診療、胃カメラ、
大腸カメラ、日帰り胃・大腸ポリープ切除術、
訪問診療、一般健康診断、ドックなどを行って
います。

TEL  0247-62-6333
三春駅前：三春町担橋 2-1-2

まごころありがとうございます
次の方から市に寄付をいただきました

◆備北粉化工業（株）福島工場
　取締役工場長　田辺 靖典さん（大越町）　物品

◆常葉ロータリークラブ　会長　村越 丈博さん（常葉町）　物品　常葉中学校同窓会　会長　管野 公治さん（常葉町）

◆遠藤 昭子さん（滝根町）　物品

敬老会の記念品をお渡し
しています

敬老会

　船引地区敬老会に来場できなかっ
た招待者で、記念品を受け取られて
いない方に市役所の高齢福祉課で記
念品をお渡ししています。案内はが
きを持参のうえお越しください。は
がきを無くされている場合も窓口で
確認後、記念品をお渡しします。
問保健福祉部 高齢福祉課(82-1115

成人式の出欠はお早めに成 　
人

　令和 2 年 1 月 12 日（日）に市文
化センターで開催する成人式のご案
内（往復はがき）を該当する方に発
送しています。
　出欠にかかわらず、お早めに返信
はがきを投函してください。
　なお、通知が届いていない場合は
下記までご連絡ください。
問教育部 生涯学習課(81-1215

ご存知ですか？
ジェネリック医薬品

医 　
療

　ジェネリック医薬品とは、「新薬」
（先発医薬品）と同等の効果・作用が
得られる後発医薬品のことです。新
薬の特許期間が過ぎてから製造販売
されるため、開発コストがかからな
いぶん、新薬より安く提供されます。
　ただし、治療内容によっては適さ
ない場合や、薬の種類によってはジ
ェネリック医薬品が製造されていな
い場合もあります。
　ジェネリック医薬品を希望する場
合は、かかりつけの医師や薬剤師に
ご相談ください。
問市民部 市民課(82-1112

「税を考える週間」合同
講演会が開かれます

催 　
し

　「税を考える週間」に郡山法人会は
三春支部、小野支部、田村支部の３
支部合同で講演会を開きます。
　講演会を市が後援し、講師に落語
家の「三遊亭金時」師匠を迎えて、
講演と落語を予定しています。
会員以外の方も無料で聴講できます。
●日時　11月14日（木）午後3時～
●場所　ウェディングプラザ丸美（船引町）
●講師　三遊亭金時（落語家）
●演題　「楽は苦の種、苦は楽の種」
問・申郡山法人会 田村支部

　（船引町商工会内）(82-4264

田村地方みんなの公開講
座

催 　
し

　誰にでも訪れる最期の時、どのよ
うな医療を希望しますか？　あなた
はどこで過ごしたいですか？
　最期の時に必要な準備を一緒に考
えましょう。
●日時　12 月 1 日（日）
　　　　午前 10 時 30 分開演
●場所　市文化センター
●演題　「今こそ考えよう、人生最

後の医療」
●講師　宮本礼子医師（江別すず

らん病院認知症疾患医療センター
長）、宮本顕二医師（北海道中央
労災病院名誉院長・北海道大学名
誉教授）

問保健福祉部 高齢福祉課(82-1115

参加無料

講師 山﨑 庸貴 さん
（一財）ふくしま百年基金 代表理事

地域活動団体にとっての活動資金集めは、組織や事業
を成長させることであり、また共に活動する仲間を集
めることでもあります。この講座では、寄付や助成金、
事業収入などの活動資金について、そのポイントを解
説していきます。皆さんの活動が持続可能なものとな
るよう、一緒に学びましょう！

ＮＰＯ法人、市民活動・ボランティ
ア団体、公益法人、社会福祉法人、
学校法人、地縁組織、協同組合等の
民間組織、自治体職員　ほか

対象者

主催／福島県　協力／田村市
事務局／ふくしま地域活動団体サポートセンター
　　　　TEL 024-521-7333　FAX 024-523-2741
　　　　E-mail.saposen@f-npo.jp
運営委託／福島県企画調整部文化スポーツ局文化振興課
運営受託／認定特定非営利活動法人ふくしまＮＰＯネットワークセンター

【参加方法】
ホームページの講座申込から
お申し込みください。
URL https://f-saposen.jp/

午後 1時30分～ 3時30分

【日時】

【場所】

12月7日（土）

市役所 2 階 201 会議室

これから
の

活動資金について学ぶ講座
～持続可能な活動を支えるために～

　市民向けにお得な先行販売をしま
す。購入はお早めに！

【市民先行販売】
●販売開始　11 月８日（金）
　　　　　　午前 9 時
●販売窓口　船引公民館
●チケット　1,000 円
●販売方法　購入時に本人確認書類
（健康保険証・免許証など）を提示
してください。購入できるのは 18
歳以上の方が 1 人 3 枚までです。

【一般販売】
●販売開始　11 月 15 日（金）
　　　　　　午前 8 時 30 分
●販売窓口　船引公民館、ローソンチ

ケット、チケットぴあ
●チケット　2,000 円
問文化センター(82-5030

　この秋は運動をして、健康的な身体を作りませんか？
　本教室では、見た目だけではなく、健康的な身体を作
るための運動やストレッチを行います！
　自律神経やホルモンバランスも一緒に整えましょう。
●日時　11 月 30 日（土）
　　　　午前 9 時 30 分～ 11 時
●会場　市総合体育館 サブアリーナ
●講師　湯座 聖美さん
　　　　（ダイエットインストラクター）
●対象　市民または市内にお勤めの方
　　　　（年齢・性別問いません）
●参加費　無料
●持ち物　長めのフェイスタオル、上

履き、飲み物、動きやすい服装でお
こしください。

●参加方法　11 月 28 日（木）までに、
船引公民館の窓口か電話でお申し込
みください。

問・申船引公民館(82-1133

船引公民館スポーツ &カルチャー教室

簡単 !　疲れづらく痩せやすい体のつくりかた

湯
座 

聖
美
さ
ん

文化センター自主文化事業

杉山清貴&沢田知可子
アコースティックコンサート

第２回 男女共同参画講
演会を開きます

催 　
し

　市では、「～人生百年時代～　男
性も女性も共に輝き活躍できるま
ち」をテーマに第２回田村市男女共
同参画講演会を開きます。
　講師には、一般財団法人女性労働
協会の認定講師、星野雅子さんをお
迎えします。仕事と生活の調和と各
個人の多様性を生かす職場を推進
し、男女が共に輝く社会を目指すこ
とを考えていただく講演会です。
　ぜひ、お誘い合わせの上ご聴講く
ださい。
●日時　11月14日（木）午後6時～
●場所　市役所 1 階 多目的ホール
●入場料　無料
※市役所駐車場は混雑することが

予想されます。船引駅前市営駐
車場をご利用ください。入場後 4
時間まで無料です。

問保健福祉部 社会福祉課
　(81-2273

星野雅子さん

有料広告募集中
問い合わせ…総務部 経営戦略室（(0247-81-2117）へ


