
taiikukan@city.tamura.lg.jp
82-0039　

各施設の催し・募集など

総合体育館

●日時　4月4日、18日
　　　　5月2日、16日
※いずれも水曜日　午後5時～10時
●貸出場所　総合体育館 サブアリーナ
●利用種目　バドミントン、卓球など
●使用料（1人）
　一般200円、中学生以下100円
●申込方法　予約制です。使用日の3
日前までにお申し込みください。
●その他
①用具は各自で準備してください。
②小・中学生は、必ず保護者のかたと
一緒に利用してください。

サブアリーナを
個人利用向けに貸し出します

船引町民謡民舞の会設立
40周年記念

ふねひき春のうたまつり
船引町民謡民舞の会連絡協議会による
民謡・舞踊などの発表を行います。
●日時　4月29日（日）
　　　　午前9時30分
●会場　市文化センター
●入場整理券
・前売券　大人500円
・当日券　大人600円、子ども300円
※前売券は3月26日（月）から船引
公民館で販売します。

kosodate@city.tamura.lg.jp
82-1510

子育て支援センター
fu-kominkan@city.tamura.lg.jp
82-1133　 F 82-5530

船引公民館

●日時　4月11日（水）
　　　　午前10時30分
●内容　親子遊び、手遊び、体操、製作、
　　　　絵本の読み聞かせなど
●対象　0～6歳児

ひまわりひろば

3月15日（木）、16日（金）、19日（月）、
21日（水）、22日（木）、23日（金）、
24日（土）はホールの使用は午後から
になります。

ホール使用の注意使用の注意

● ● ● 福島県八重洲観光交流館のご案内 ● ● ●

福島県八重洲観光交流館
～ありがとうキャンペーン～

震災から１年の節目を迎え、復興に向けてのイベントを
開催しています。お近くにお住まいのかたへもお伝えください。
●期間　3月 11日 ( 日）～ 19日 ( 月）
●内容　①東日本大震災復興パネル展
　　　　②「新島八重」パネルコーナー
　　　　③起き上がり小法子のストラッププレゼント
　　　　　（1日先着 100人）

●営業時間　午前 10時～午後 7時
　　　　　　年中無休（年末年始を除く）
●所在地　東京都中央区八重洲 2-6-21 三徳八重洲ビル 1F
　　　　　（ＪＲ東京駅八重洲南口から徒歩 3分）

県内の物産品をＰＲ・販売するイベントスペースを設けています。地域の魅力や歴史、文
化を発信する活動など、県内への誘客促進に寄与するイベントであれば広く利用できます。
●利用料　無料（物産販売を行う場合は手数料として売上高の10％）
●問い合わせ　(財 )福島県観光物産交流協会　　024-525-4024
　　　　　　　福島県八重洲観光交流館　　　　  03-3275-0855
●その他　イベントスペース利用に要した費用の一部補助も行っています。
　　　　　詳しくはお問い合わせください。
●問い合わせ　 (財 )福島県市町村振興協会　　024-522-6682
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見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

 　　断る勇気が大人への第一歩

未成年者の飲酒は法律により禁止されているにも
関わらず、実は中学生の 5人に 1人がお酒を飲ん
でいるという調査結果があることをあなたは知っ
ていますか。
未成年者の飲酒にはさまざまなリスクが潜んでい
ることを知りながらも「体格的に大人と変わらな
い中学生・高校生は、お酒を飲んでも大丈夫だ」
と思っていませんか。

　　断る勇気が大人への第
ＳＴＯＰ！！

それってホントにかっこいい?！

- お酒の豆知識 -
モンゴロイド（黄色人種）
はお酒に弱い !?
アルコールの分解能力が低
い＝お酒に弱いというのは
生まれつきのもので変えよ
うがありません。
こうしたタイプはモンゴロ
イド（黄色人種）にだけ存
在し、他の人種にはみられ
ません。なかでも日本人は
約 44％がこのタイプ。
つまり、日本人の半数近く
が生まれつきお酒に弱いと
いうわけです。

未成年者飲酒、
その落とし穴
①成長過程にある脳や体の発
育を妨げる。急性アルコール
中毒になる危険性が高い。

②アルコール依存症になりや
すい。14 歳以下で飲酒を始
めた人は、20 歳以上になっ
て始めた人に比べて、依存症
になる率が 4倍にも。

③おなかの赤ちゃんも立派な
“未成年者 ”
妊娠中や授乳期の飲酒は胎盤
や母乳を通じて、胎児や乳児
に影響します。

大人の
間違った考え方
未成年者の飲酒に寛容で、軽
い気持ちで勧めてしまう風潮
がある日本。未成年者が最初
にお酒を飲むきっかけが家族
からの勧めであることも…。
大人の責任をきちんと。

①親公認の飲酒なら悪くな
い、隠れて飲まれるより、親
と一緒に飲むほうが安心だ。

②ときどきなら飲んでもか
まわない。特別な日だけは、
ちょっと酔うぐらいなら、飲
んでも大丈夫だ。

お酒の
上手な断り方
①はっきり「飲まない」とい
う意志を伝えよう
それでも、しつこく勧められ
るときは、その場を去ること
もひとつの手段。

②飲まない理由があることを
わかってもらおう
「部活動に支障がでる」、「親
と約束している」など自分が
大切にしていることを理由に
断る。

③未成年者の飲酒はいけない
と正論を主張しよう
法律上でも当たり前のこと。
お酒を勧められても自信を
持って断る。

NO!!
UNDER

20

未成年者の飲酒を未然に防止するためには、家庭や職場など周囲の大人が未成年者にお酒を簡単
に勧めたりしない環境づくりが大切です。
4月は未成年者飲酒防止強調月間です。この時期は春休みの開放感、お花見や歓迎会などの行事、
新入学、就職などで親元から離れるなど、未成年者がお酒を口にする可能性が多くなります。
本人の自覚と周囲の温かい思いやりで、未成年者の飲酒をなくしましょう。

4 月は未成年者飲酒防止強調月間です



●田村市ホームページ　http://www.city.tamura.lg.jp/
●災害に関する情報は　http://www.city.tamura.lg.jp/saigai.jsp

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…75-2113 
   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

平成 24年度緊急雇用創出
基金事業 滝根観光振興公社
臨時職員募集

● 対象　市内にお住まいの未就職卒
業者（卒業後3年以内のかたを含む）
●募集人員　2人
※業務内容・勤務場所・勤務時間・
雇用期間などはハローワーク求人票
でご確認ください。
●賃金日額　6,000円
●面接試験　4月7日（土）
　　　　　　午前10時
●試験会場　あぶくま洞管理事務所
●申込方法　3月17日（土）～31日
（土）にハローワーク郡山または船引
公民館内の田村市地域職業相談室（ア
ルファ）へご相談後、3月31日（土）
までに履歴書とハローワークの紹介
状をあぶくま洞管理事務所に持参も
しくは郵送してください。（3月31日
消印有効）
●問い合わせ
963-3601田村市滝根町菅谷字東釜山１
財団法人田村市滝根観光振興公社
（あぶくま洞管理事務所内 )
78-2125

 募
　  集

関場第3団地（滝根）
●部屋番号　13号室
●建築年　昭和50年
●構造　簡易耐火平屋
●間取り　3K
●家賃　9,300円～
●駐車場　無
● 申込方法　3月30日（金）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。
※申込者多数の場合は抽選になります。
●申し込み・問い合わせ
建設部 都市計画課　82-1114
滝根行政局 産業建設課　78-1205

市営住宅入居者募集 募
　  集

●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）

福島県警察官募集

●募集職種　警察官A（特別募集）
● 受付期間　3月21日（水）～4
月13日（金）
●第1次試験　5月13日（日）
● 受験資格　昭和53年4月2日以
降生まれで、大学卒業または平成24

 募
　  集

NEXCO東日本では、被災した高速
道路の本復旧工事を再開しています。
規制区間では渋滞が予想されますの
で、皆さんのご理解とご協力をお願
いします。
●期間　3月12日～12月末
●規制　昼夜連続車線規制（土・日、
連休は工事休止）
● 区間　被災した東北道などの関東
以北の高速道路
●その他　詳しくは「ドラぷら」
（http://www.driveplaza.com/）を

高速道路
震災本復旧工事の再開

 災
　  害

地区の団体やボランティアのかたが
定期的に清掃活動を行っていますが、
タバコの吸いがらや空き缶のポイ捨
て、犬のフンの放置、不法投棄された
家電製品など、ごみを平気で捨てる人
が後を絶ちません。ちょっとした心
遣いで街はきれいになります。皆さ
んが毎日を気持ち良く過ごすために、
もう一度マナーを見直しましょう。
●屋外で出たごみは持ち帰る
ジュースを買って飲んだ後は、家庭に
持ち帰り処理しましょう。
●自分の土地は自分できれいに
ごみの散乱や犬のフンを放置させな
いように看板を設置したり、こまめな
清掃を心がけましょう
●問い合わせ
市民部 生活環境課　81-2272

美しいたむらの
景観を守るために

 環
　  境

●採用予定人員　若干名
●受験資格
①高等学校以上の学校を卒業または3
月までに卒業見込みのかた、もしくは
これと同等以上の学力を有するかた
②土・日、祝日に勤務できるかた
※勤務形態は季節により変動時間制
●試験内容　口述試験（個別面接）
●申込方法　市販の履歴書で郵送ま
たは直接お申し込みください。
（4月 15日必着）
●採用予定日　5月 1日
●その他　試験日・会場は後日、通知
●申し込み・問い合わせ
963-3601田村市滝根町菅谷字東釜山１
財団法人田村市滝根観光振興公社
（あぶくま洞管理事務所内 )
78-2125

滝根観光振興公社
職員採用候補者試験

 募
　  集

information

ＮＨＫ－ＢＳプレミアム「にっぽん縦断こころ旅2012」
福島県にやってきます！

俳優・火野正平さんが自転車で旅をしながら日本人の”こころ”にせまる人気番組。平成24年春からは千葉県をス
タート、東北地方を北上しながら北海道を目指します。
番組では、皆さんの心にある忘れられない風景やエピソードを募集しています。皆さんからのお便りや市内の風景が
番組で取り上げられます。
おすすめの風景やその場所にまつわる温かいエピソードなどをふるってご応募ください。

●応募方法
・番組ホームページ　http://www.nhk.or.jp/kokorotabi/
・FAX　03-3465-1327
　応募用紙は市役所・各行政局窓口に備えてあります
・はがき・封書
　150-8001　ＮＨＫ「こころ旅」係
　①住所、②氏名、③電話番号、④性別、⑤年齢、⑥思い出の場所、
　⑦場所にまつわるエピソード
●応募締切　4月13日（金）必着
●番組放送予定　県内を訪れた内容は5月14日（月）～27日（日）放送予定
●その他　必ずしも応募された全てのかたの取材・出演をお約束するものではありませんので、
　あらかじめご了承ください。採用された場合は番組制作スタッフからご連絡します。

●問い合わせ　ＮＨＫふれあいセンター0570-066-066（ナビダイヤル）または050-3786-5000050-3786-5000

明治６年の創立以来138年の歴史あ
る両校は、3月31日をもって、惜し
まれつつ閉校となり、現在の上大越
小校舎を使用し、大越小となります。
平成23年度卒業式終了後、閉校式を
行います。
上大越小
●日時　3月23日（金）
　　　卒業式　午前9時
　　　閉校式　午後1時
●会場　上大越小 体育館
下大越小
●日時　3月23日（金）
　　　卒業式　午前9時30分
　　　閉校式　午前11時
●会場　下大越小 体育館
●問い合わせ
教育部 教育総務課　68-3111

上大越小・下大越小が
閉校になります

 教
　  育

原発事故に伴い、平成23年3月11
日時点で市内に住所を有していたか
たは、国民年金保険料（平成23年2
月～平成24年6月分）が全額免除に
なります。免除にはご本人の申請が
必要です。受付期間は3月末までで
すので、まだ申請がお済みでないか
たは本庁市民課、各行政局市民課ま
たは各出張所でお早めに申請してく
ださい。
●問い合わせ
市民部 市民課 82-1112

国民年金保険料被災者
免除申請はお済みですか

 年
　  金

「債務整理ガイドライン」を利用する
ことで、一定の要件のもと債務の免
除が受けられます。震災により住宅
ローンなどの借り入れの返済が困難
なかた（個人）はご相談ください。
●ガイドラインを利用するメリット
①破産手続き（法的整理）とは異なり、
個人信用情報の登録などの不利益を
回避できます。
②国の補助により弁護士費用はかか
りません。
※個人版私的整理ガイドライン運営委
員会に登録された弁護士に限ります
③手元に残せる現預金の上限が500
万円を目安に拡張されます。
※被災状況や生活状況などで減免さ
れる場合があります
●受付時間　午前9時～午後5時
●問い合わせ
個人版私的整理ガイドライン運営委
員会 福島支部
024-526-0281
0120-380-883（コールセンター）

震災により債務返済が
困難になったかたへ

 相
　  談

年9月末までに卒業見込みのかた
● その他　詳しくは3月下旬（3月
21日予定）に県警ホームページなど
でお知らせします。
●問い合わせ
福島県警察本部警務課人事第一係
0120-276314（採用フリーダイヤル）
http://www.police.pref.fukushima.jp/

ご覧ください。
●問い合わせ
NEXCO東日本お客さまセンター　
0570-024-024

震災で大きな被害を受けた東北を応
援しようと、市町村を訪ねるＮＨＫ・
ＢＳプレミアムの番組「きらり！え
ん旅」と、歌手のアグネス・チャン
さんが田村市にやってきます。
当日はアグネス・チャンさんによる
ミニコンサートを開催します。
●日時　3月24日（土）
　　　　開場…午後3時30分
　　　　開演…午後４時
●会場　文化の舘ときわ
●募集人数　先着100人
●観覧方法　整理券が必要です。商
工観光課にて配布しますので、ご希
望のかたは直接お越しください。
整理券の配布はなくなり次第終了し
ます。
●問い合わせ
産業部 商工観光課　81-2136

「きらり！えん旅」
アグネス・チャン ミニコンサート

▲▲▲

▲ ▲ ▲


