イベント・子育て情報

時日時

場 会場

対 対象

定 定員
（表示のないものは定員になり次第締め切り） 内 内容
き ん せ い

勤青×FIT!!
～脂肪を燃やして理想のボディ～

たき び

体育施設休館のお知らせ

晩秋の風物詩
「牡丹焚火」

時 令和2年1月14日・21日・28日
（全

台風第19号による浸水被害を
受けた以下の施設が、当面休館と

なります。
再開の見通しが分かり次第、市
ホームページなどでお知らせします。
休館する施設
▶須賀川アリーナ
（円谷幸吉メモ
リアルホール含む）
▶浜田地域体育館
▶市民スポーツ広場内のクラブハウス
問 生涯学習スポーツ課☎（88）9174

台風第19号災害市義援金
市では、台風第19号災害によ
る被災者を支援するため、義援金
を受け付けています。
受付期限 令和2年3月31日（火）
口座送金 須賀川信用金庫 須賀
川市役所支店 普通 0002048
口座名義
「令和元年台風第19号災
害 須賀川市義援金 須賀川市会
計管理者 堀江 秀治」
現金書留 〒962-8601 須賀川
市八幡町135 須賀川市災害対策
本部
問 社会福祉課☎
（88）8111

天寿を全うした牡丹の枯れ枝を焚
いて供養します。夕闇の中にかすか

な香りを漂わせながら燃え上がる炎
は、余情的な雰囲気を醸し出します。
牡丹の枯れ枝がありましたら、お

持ちの上ご参加ください。
時 11月16日
（土） 午後4時30分～
5時15分 場 須賀川牡丹園
※当日は、牡丹焚火講演会（午後2
時）と俳句大会（午後6時20分）を行
います。参加を希望する人は、お気
軽にお問い合わせください。
問 文化振興課☎(88)9172
芭蕉記念館☎(72）1212

時 11月24日(日）

①午前10時～11時30分
②午後1時～2時30分
※各回90分・20個

問福島空港公園事務所☎(89)1766

てきなリースを作ってみ
ませんか。

☞社会福祉課☎
（88）8111

福島空港の助成事業
対 市内に事業所がある企業・自営業者などが、
☎
（89）1120
開館 午前9時
閉館 午後4時30分

商談や販路開発、セミナーの主催・参加などへの利用

助成額
（1人当たり） ※いずれも1回4人、年間3回を限度
▶みんなでフライト応援事業

国内線5,000円

▶国際チャーター便利用助成事業

台湾便5,000円、その

他の便3,000円

11月 の 航 空 ダ イ ヤ
福島 9:55→札幌11:20

札幌16:00→福島17:25

福島 8:05→大阪 9:20
大 阪 福島12:40→大阪13:55
（伊丹） 福島17:25→大阪18:40
福島18:00→大阪19:15

大阪 8:15→福島 9:20
大阪11:00→福島12:05
大阪15:50→福島16:55
大阪19:25→福島20:30

でお申し込みください。

国際定期チャーター便運航中！

令和元年11月1日

台湾便

申 電話または館内受付

木曜日
日曜日

福島 10:15→台北13:15
福島 19:30→台北22:05

須賀川市役所でパスポートが取得できます

¥ 料金
（表示のないものは無料） 他その他

むかしの正月料理
時 12月14日
（土） 午前9時～午後2

時

場 長沼保健センター

定 20人

締 11月29日
（金）

申・問長沼観光物産振興協会
（長沼市
民サービスセンター内）
☎
（67）
2111

新春賀詞交歓会
時令和2年1月6日（月） 午後5時

場グランシア須賀川（池上町74）
申 会 費3,500円 を 添 え て 秘 書 広 報
課または須賀川商工会議所☎
（76）
2124にお申し込みください。
締 12月6日
（金）
問秘書広報課☎（88）9118

F ファックス

台北  5:00→福島 9:00
台北14:00→福島18:15

須賀川市、岩瀬・石川郡に住所がある人、

メール

イベント・子育て情報

長沼図書館

11月は
「児童虐待防止推進月間」

すくすくタイム

時 11月13日
（水） 午前10時30分

内 絵本の読み聞かせやわらべうた、

手遊びなど
おはなし会

時 11月16日
（ 土 ） 午 前10時30分

箏と尺八による憩いの広場
対 中学生以上
定 50人
こと

内 箏と尺八の演奏会

申 ・ 問 長沼図書館☎
（67）2138

ファミリーサポートセンターの
ご利用を

岩瀬図書館

内 ⃝用事があるときの一時預かり

お話のつどい

時 11月16日
（土） 午前10時30分

内 絵本の読み聞かせや手遊び、簡単

な工作など
テーマ 「クリスマス」のおはなし

お母さんと赤ちゃんのためのお話
のへや
時 12月4日
（水） 午前10時30分

内 絵本の読み聞かせやわらべうた、
手遊びなど
問 岩瀬図書館☎
（65）3549

性化を図るとともに、宝くじの普及・広報活動のために
コミュニティ助成事業を行っています。

地域活動に必要な防災体制を整備
本年度は、吉美根区防災会が交付団体に採択され、こ

30年度の対応件数は約16万件に上
りました。児童虐待は、社会全体で
解決しなければならない問題です。

ださい。
児童相談所全国共通ダイヤル（24時
間365日対応）☎189（いちはやく）
問家庭児童相談室・児童虐待防止相
談室（こども課内）☎（88）8115

時 11月16日
（土） 午後2時

宝くじ助成事業を活用したまちづくり

児童虐待の相談対応件数は年々増
加し、全国の児童相談所での平成

子育てに不安を感じたときや、虐
待を受けたと思われる子どもを見付
けたときは、ためらわずにご相談く

内 おはなしの会
「あすなろ」と職員に
よる絵本の読み聞かせや紙芝居など

11月17日（日）は
ふくしま駅伝を応援しよう！
中学・高校生中心の選手たちが、
昨年を上回る成績を目指して、猛練
習に励んでいます。皆さんの盛大な
応援をお願いします。
スタート 午前7時40分（白河市総
合運動公園陸上競技場）
須賀川中継所通過 午前9時20分頃
（市役所内）
ゴール 午後0時40分頃（県庁前）
問 生涯学習スポーツ課☎(88)9174

問 問い合わせ

⃝残業で帰りが遅くなるときの保育
園のお迎え ⃝習い事の送迎 など
利用時間 午前6時～午後10時
利用料金（1時間当たり）
▶月～金曜日 600円
※4時間を超えると400円
▶土・日曜日、祝日と年末年始
700円 ※4時間を超えると500円
問ファミリーサポートセンター（市
社会福祉協議会内）☎（88）8211

119番通報は落ち着いて！
通報を受ける
「指令員」
と
現場に行く
「出動隊」
は違います
消防隊や救急隊のスムーズな活動のため、指令員の質
問に一つ一つお答えください。
火災発生、けが人・急病人発生

の宝くじの助成金で、防災やコミュニティ活動に必要な

市内の119番通報

災害用ガス釜やテントなどを整備しました。

（88）9145
問 観光交流課☎
札 幌
（新千歳）

締 締め切り

自治総合センターでは、地域のコミュニティ活動の活

問い合わせ ◦札幌・大阪
（ANA）
☎0570
（029）
222
◦大阪
（IBEX）
☎0120
（686）
009

￥ 1個500円
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左手拳を胸の前
に置き、直角に
伸ばした右手2
指を前へ出す

線

クリスマスに向けて、す

災害時に役立つ手話

内

せて、リースを作ります。

☎（63）2154 F（63）2159
higashi@city.sukagawa.fukushima.jp

FUKUSHIMA AIRPORT情報

国

内 自然素材を組み合わ

焼が期待できるエクササイズ）
▶第3回 ボディアタック
（音楽に
合わせて行う有酸素運動）
講師 JOYFIT須賀川インストラクター
申込期間 12月2日
（月）
～26日
（木）
¥ 各回100円
申 ・問 勤労青少年ホーム
（東公民館）

警報

時11月24日（日） 午前10時～正午
場緑のスポーツエリア（21世紀建設
館） 定 20人
内 クラフトテープを使って軽くて便
利なカゴを作ります。 ¥ 2,000円

クリスマスに向けて

オリジナルのリースを飾ろう！

3回・火曜日） 午後7時～8時30分
場 勤労青少年ホーム
対 市内在住・在勤の18歳以上の人
（学生を除く）
定 各回25人 内 ▶第1回 ヨガ
▶第2回 ヒート
（短時間で脂肪燃

クラフトテープでカゴづくり

ムシテック情報

自然素材でリース作り

申 申し込み

万一の事態に対する住民の安心感が得られるだけでは

消防指令センター
（丸田町）

なく、整備した備品を活用して防災訓練を兼ねた親睦交
流を行うなど、地域住民の交流と防災意識の啓発に役立

指令員が通報を受け
ながら出動命令を出
します

出動命令

てています。

直近の消防署
（分署）
から出動
火災現場、救急現場へ
問 生活課☎
（88）
9131

消防指令センターで
一括受信

確認に時間を要して
も出動が遅くなるこ
とはありません

問 須賀川消防本部☎
（76）
3197

または通勤・通学している人が対象です。ぜひご利用ください。 ☞市民課☎
（88）
9134

令和元年11月1日
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