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●日時　10月 3日（水）・10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

ひまわりひろば

船引公民館  fu-kominkan@city.tamura.lg.jp　82-1133　 F 82-5530

こども

 学 び

9.15    

秋の紅葉や大自然を満喫し、さわやかな汗を流しましょう。
●開催日　10月 20日（土）
●場所　霊山（伊達市）
●対象　市内にお住まい、またはお勤めの成人
●定員　30人　※定員を超えた場合は抽選になります。
●参加費　300円程度（写真代など）
　　　　　※入浴希望者は別途、徴収します。
●申込方法　10月 10日（水）までに、電話または FAXで
　　　　　　お申し込みください。

●日時　10月 15日（月）　午前 10時 30分
●内容　ベビーマッサージ
●対象　2カ月～「ハイハイ」前頃
●その他　10月 12 日（金）までに、お申し
　　　　　込みください。

育児講座

スポーツ＆カルチャーDAY
「ハイキング教室」受講生募集 POINT GUIDE 霊山（りょうぜん）

ハイキングのポイント

霊山は、伊達市と相馬市との境にそびえる標高 825
メートルの山。国の名勝、日本百景、うつくしま百名
山に指定されています。遊歩道も整備され、弁天岩や
天狗の相撲場、蟻の戸渡りなどの奇岩怪石巡りができ
ます。
特に 10月中旬から 11月初旬の紅葉の時期は、岩肌
に赤や黄色の色彩がちりばめられ、絶景が楽しめます。

結核は過去の病気ではありません。県内では平成 23年に 228人が新たに結核を
発症しています。そのうち約６割が 65歳以上です。

① 結核はどんな病気？
　結核とは、結核菌によって主に肺に炎症を起こす病気です。
　人にうつさないため、咳が出る時はマスクをつけましょう。
　結核は、６カ月間毎日きちんと薬を飲めば治ります。

② こんな時はすぐに病院へ
　●長引く咳 (２週間以上 )  　●タンが出る　●長引く体のだるさ
　●長引く微熱　　　　　　　●胸の痛み　　●急に体重が減る

③ 発見されにくい高齢者の結核　　
　６５歳以上のかたは年に１回胸部レントゲン検査を受けましょう。
　また、健診などで胸部レントゲン検査の精密検査が必要になった
　場合は、自覚症状がなくても必ず受診しましょう。

⑤ 生後６か月までにＢＣＧ接種を受けましょう
　ＢＣＧは結核に対する免疫をつけて、乳児の重症化を防ぐ予防接種です。
　生後３～６カ月に必ずＢＣＧ接種を。

胸に空洞！？失恋ですか？ いいえ、結核です。

●問い合わせ　県中保健所　医療薬事課感染症予防チーム　0248-75-7818

田村地域デザインセンターＵＤＣＴ事業

9 月 24日～ 30日は結核予防週間です
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金魚のように、かわいらし
い女性に育つように。

薬の世話にならず、病気に
無縁なように。

夫婦が末永く仲良くいられ
るように。

呪力があると言われ、「福」や
「不苦労（ふくろう）」にかけて。

赤目のうさぎは病気を退治
する力があると言われる。

早く歩けるように、そして
足が丈夫になるように。

つるし雛の作り方についての
本は市図書館 (82-1001)
や図書館分館で利用できます。
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いつ・どこで制作しているの？

●対象　栄町行政区または栄町商工振興会のかた
●会費　1回500円（生地代）
●活動日　第1･3水曜日　午後1時30分～8時
●会場・問い合わせ　田村地域デザインセンター
　UDCT（郡山信用金庫隣）　82-6110

平成23年度の田村地域デザインセンターUDCT
によるまちづくり事業の一環としてスタート。そ
の後、今年の4月に自由参加型の「栄町つるし雛
サークル」を結成しました。活動時間内であれば、
時間がある時にのみ参加でき、皆さんと話しを
しながら、楽しく制作することができます。
平成25年3月には「第2回栄町つるし雛まつり」
の開催を予定していて、船引駅前商店街の各店
舗やUDCTに展示し、街歩きをしながら、つる
し雛を楽しめるイベントを行います。

船引駅前商店街の皆さんを中心に活動中の
「栄町つるし雛サークル」。箭内良子さんを
代表として、地域交流や商店街の活性化を
目的に、約20人で活動しています。
今回はその活動の様子をご紹介します。
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つるし雛とは、江戸時代後期から伝わるつるし飾りのこと。もともとは、長女の初節
句に、無病息災、良縁を祈願して、雛壇の両脇に細工をつるすもの。

いつ・どこで制作しているの？

船引駅

ＪＲ船引駅から
徒歩で３分。

④ 普段の生活から予防しましょう
　●十分な睡眠をとる　●適度に運動する　●バランスのいい食事をする

あなたも
作ってみませんか？

『結核発病のメカニズム』

鼻やのどでつまっ
てしまえば感染しない

結核菌
勝利

免疫力
勝利

数年～
数十年後

感染者のくしゃみや咳に
含まれる結核菌が侵入

免疫力が結核菌と戦う

６カ月～２年後
結核が発病

結核は発病せず
菌が眠り込む

免疫力が弱まっ
た時に発病

一生
発病しない

治療が必要。すぐに病院へ。

雛び
な

長引く咳は
イエローカード

平成 24年度 結核予防週間標語
どんな活動をしているの？

PICK
 UP !



　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

●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）

廃棄図書をお譲りします 図
　  書

第 9回フォーク＆ポッ
プコンサート

 催
　  し

●日時　9月29日（土）　午後5時
●会場　船引小学校体育館
● 出演　県フォークソング協会加盟
グループ、地元フォークグループ
●駐車場　船引公民館
●問い合わせ
フォーク＆ポップコンサート実行委
員会（橋本）　82-0121

 募
　  集

震災の影響や勤め先の業績悪化など
の理由により離職を余儀なくされ、
ハローワーク郡山に登録されている
かたを市臨時職員として募集します。
●募集人数　事務員・作業員　若干名
※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
　事務員6,000円、作業員6,500円
●面接試験　10月23日（火）
● 面接会場　申込受付時にお知らせ
します
●申込方法　求人公開期間の10月1
日（月）～12日（金）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）へご相談く
ださい。
● その他　申し込み後、市指定の履
歴書とハローワーク紹介状を産業部
商工観光課へ提出してください。市
指定の履歴書は産業部商工観光課、
市民部市民課、各行政局地域振興課
または田村市地域職業相談室（アルフ
ァ）に備えています。
●問い合わせ
産業部 商工観光課 81-2136

緊急雇用創出基金事業
市臨時職員募集

平成25年度「児童福祉
週間」標語の募集

 募
　  集

平成25年5月5日～11日の児童
福祉週間に向けて「児童福祉の理念
の普及・啓発」の象徴となる標語を
募集します。詳しくは、財団法人こ
ども未来財団ホームページをご覧く
ださい。
●募集期間　9月3日（月）～10月
22日（月）
● 募集内容　元気で頑張る子どもた
ちを応援する標語や未来に向けての
子どもたちからのメッセージとなる
標語
● 主催　厚生労働省、全国社会福祉
協議会、財団法人こども未来財団
●問い合わせ
財団法人こども未来財団 研究調査部 
標語募集係 03-5510-1833

秋は日没が早くなり、運転者か
らは歩行者・自転車が見えにく
く、交通事故に遭う危険性が高
まります。夕暮れ時は、反射材
用品などを使用し、自転車は前
照灯の点灯を徹底しましょう。

●運動のスローガン　「夕暮れは
早めのライトが合言葉」
● 運動の基本　子どもと高齢者
の交通事故防止
●運動の重点
①夕暮れ時と夜間の歩行中・自
転車乗用中の交通事故防止
②すべての座席のシートベルト
とチャイルドシートの正しい着
用の徹底
③飲酒運転の根絶
●問い合わせ
市民部 生活環境課 81-2272

9 月 21日～ 30日は
秋の全国交通安全運動

日本では3世帯に1世帯が、犬や猫
などのペットを飼っているといわれ
ます。人とペットが共に暮らしてい
くためには、飼い主のモラルとマナ
ーが重要です。
①飼い犬の散歩に出かける際にはビ
ニール袋を持参してフンを処理する。
②動物の習性などを正しく理解し、
最期まで責任をもって飼う。
③人に危害を加えたり、近隣に迷惑
をかけないようにする。
④むやみに繁殖させない。
⑤動物の感染症に関する知識を持ち、
飼育場所は清潔に保つ。
⑥飼い犬が迷子になるのを防ぐため、
首輪に鑑札や注射済票を付ける。
●問い合わせ
市民部 生活環境課81-2272

9 月 20日から 26日は
動物愛護週間です

 生
　  活

9月26日から10月3日まで、市内
全域で農地の利用状況調査と併せて、
農地パトロールを実施します。期間
中は、優良農地の確保や有効利用、
農地の荒廃や違反転用の防止などに
ついて取り組みます。パトロール期
間中、所有地に立ち入ることがあり
ますので、ご理解とご協力をお願い
します。
●問い合わせ
農業委員会事務局　68-3110

9・10月は「農地パトロール
（利用状況調査）月間」

 農
　  業

廃棄予定の図書を無料でお譲りしま
す。なくなり次第終了しますので、
希望されるかたはお早めにお越しく
ださい。
●期間　10月1日（月）～
●時間　午前9時～午後5時
●譲渡冊数　1人10冊まで
●問い合わせ
図書館滝根分館
（滝根公民館内）
78-2001

- お探しの本が見つからないときに -

最寄りの図書館（本館・分館）にお探
しの本がないときは各館から取り寄
せることができます。所蔵がなけれ
ば、市外の図書館から借り受けるこ
ともできますので、気軽にお問い合
わせください。
インターネットで所蔵の検索ができ
ます。詳しくは市図書館ホームペー
ジからご利用ください。
●問い合わせ　市図書館 82-1001

農薬の取り扱いに
ご注意を！

 農
　  業

農薬は、人体や環境に大きな影響を
与えます。井戸周辺や飲用水として
使用している水源地付近での農薬の
散布は避けてください。
事故処理にかかる費用は、すべて散
布者の負担になりますので十分に注
意して作業をしてください。
作業中は農薬の飛散に注意し、散布
後の残液や使用器具の洗浄水を河川
などに流さないようお願いします。
●問い合わせ
市民部 生活環境課　81-2272
各行政局 市民課

平成24年度 ふくしま大学等合同就職面接会

大学などを卒業予定のかたや平成22年3月以降に卒業して現在、就職活動をし
ているかたを対象に、正社員で雇用計画のある県内企業との面接会を行います。

●主催　厚生労働省福島労働局、新卒応援ハローワーク、福島県
●その他
・事前申し込みは不要です。
・参加事業所は、開催各会場の開催 1週間前に、福島労働局ホームページで公
　開します。
・事業所ブースでの人事担当者との個別面談、安定所など各機関による職業相談・
　情報提供などを行います。

●問い合わせ　福島新卒応援ハローワーク　024-534-0466

日 会場 内容・時間 参加予定企業 問い合わせ

9/20
（木）

コラッセふくしま
（福島市三河南町1-20）

就職支援セミナー
午後0時30分～（50分間）
合同就職面接会
午後1時30分～4時

福島・二本松地区
の企業40社

福島新卒
応援ハローワーク
024-534-0466

9/28
（金）

ビッグパレットふくしま
（郡山市南2-52） 就職支援セミナー

正午～（50分間）
合同就職面接会
午後1時～4時

郡山・須賀川・白河
地区の企業50社

郡山新卒
応援ハローワーク
024-927-4633

10/11
（木）

いわき産業創造館
（いわき市平字田町
120ラトブ6階）

いわき地区
の企業70社

厚生労働省福島
労働局職業安定課
024-529-5396

市営住宅入居者募集 募
　  集

神俣団地２号棟（滝根）
●部屋番号　22号室
●建築年　昭和58年
●構造　中層耐火4階
●間取り　3DK
●家賃　15,100円～
●駐車場　有
● 申込方法　9月28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、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

福島地方法務局須賀川出張所は10月
9日（火）で、郡山支局および白河支
局に分割統合し、廃止します。この
統合に伴い、須賀川市文化センター
１階に登記事項証明書や地図証明書
などが取得できる「法務局証明サービ
スセンター」を開設します。詳しくは
お問い合わせください。
●問い合わせ
福島地方法務局 総務課
024-534-1111

福島地方法務局須賀川
出張所が廃止されます

 行
　  政

9 月 20日から 26日は

田村市写真コンクール
応募作品を募集します

 募
　  集

四季折々の題材からご応募ください。
入賞作品には賞状と副賞を贈呈します。
● テーマ　田村市の観光、行事、物
産、祭り、街並み、建物、文化財、桜、
人物（田村市にかかわる職人・働く人）
● 応募作品　カラープリント四ツ切
判（ワイド可）

●応募期限　10月15日（月）
●審査発表　10月下旬予定
●注意事項
①作品は未発表のものに限ります。
②被写体が人物の場合、必ず本人の
承諾を得てください。
③入賞作品の版権は主催者に帰属し、
宣伝物、展示などに使用させていた
だくことがあります。
④入賞者にはネガを提出していただ
きます。
⑤応募作品・ネガなどは返却できません。
⑥デジタルカメラで撮影した写真の
応募は印画紙プリントに限ります。
●応募・問い合わせ
963-4312
田村市船引町船引字上中田17-1
船引町観光協会(船引町商工会内）
82-4264

職場の労使困りごと
相談会

職場の中で起きている賃金や労働条
件をめぐる労使間の困りごとについ
て、出張相談と電話相談を行います。
相談は無料で、秘密は厳守します。
出張相談
●日時　10月13日（土）午前10時
～午後3時
●会場　郡山市労働福祉会館（郡山市
虎丸町7-7）
電話相談
●期間　10月15日（月）～17日（水）
午前8時30分～午後6時30分
● その他　労使困りごと相談は、来
所・電話・E-mailで随時受け付けます。
●問い合わせ
福島県労働委員会事務局（県庁西庁舎
8階）024-521-7594
 labour-rc@pref.fukushima.jp
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