
内須賀川牡丹園をPRできる「花」「風
景」「人物スナップ」（未応募、未発表
作品限定）
受付期間　6月1日（土）〜11月30日（土）
申・問（公財）須賀川牡丹園保勝会
☎（73）2422

第8回須賀川牡丹園
フォトコンテスト

ロタワクチン・おたふくかぜワク
チンの接種費用を一部助成

　市では、下の表のとおり任意予防
接種の接種費用を一部助成していま
す。接種を希望する人は、各医療機
関にお問い合わせください。
場岩瀬管内の指定医療機関
⃝助成内容

ワクチン名 対象年齢 助成
回数

助成金額
（1回当たり）

ロタ（1価） 生後6週0日
〜24週0日 2回 12,000円

ロタ（5価） 生後6週0日
〜32週0日 3回 8,000円

おたふくかぜ 1歳〜小学校
就学前 1回 5,000円

時5月22日（水）
▶開会式　午後2時　▶出発式　午後2時30分
場第二小学校・松明通り
参加校　市内全小学校
他雨天のときは23日（木）に順延。23日も雨天
のときは中止
問学校教育課☎（88）9168

国際チャーター便の利用を助成します
対市内に事業所を有する企業や自営業者などが、商談、
販路開拓、展示会、セミナーなどで利用するとき
対象便　福島空港発着の国際チャーター便
助成額（従業員1人当たり）
▶台湾便　5,000円　▶その他の便　3,000円
※1回4人まで、年間3回を限度
問観光交流課☎（88）9145

児童手当の支給第30回笠ヶ森山開き

対中学校卒業までの児童を養育して
いる人
申請時期　児童が生まれたときや、
他市町村から転入したときなど。原
則として、申請した月の翌月分の手
当から支給。
支給月額　▶3歳未満：15,000円
▶3歳以上小学校修了前：（第1・2子）
10,000円、（第3子以降）15,000円
▶中学生：10,000円
▶所得制限の限度額を超えている人
の児童：5,000円
申請に必要な物　⃝印章　⃝請求者

（保護者）の預金通帳　⃝請求者の健
康保険証　⃝請求者と配偶者の個人
番号（マイナンバー）が確認できる書
類
※請求者の状況により、追加で必要
な物があるときがあります。
受付日時 月〜金曜日　午前8時30
分〜午後5時15分（閉庁日を除く）
申請場所　こども課
申・問こども課☎（88）8114

時5月19日（日）　午前9時20分（受
付開始は午前8時20分）
集合場所　滑川砂防ダム（市内梅田
字八幡岳）
※駐車場は30台程度です。岩瀬公
民館から往復無料バスを運行します
のでご利用ください（8時発）。
準備物　昼食、飲み物、防寒着など
他▶登山と下山は別ルートの予定。
▶先着150人に記念品を贈呈。
問岩瀬公民館☎（65）2100

須賀川スポーツカレッジ
時6月6日〜10月24日（木曜日・全
17回）　午前9時〜11時30分
場須賀川アリーナほか
対市内在住・在勤の60〜80歳で、
初めて参加する人　定30人
内ニュースポーツ中心の講座
¥2,000円　申5月8日（水）〜31日

（金）　※電話予約不可
夏山登山-初級-田代山（南会津）
時6月16日（日）　午前6時出発
対市内在住・在勤の18歳以上の人
定20人　¥4,000円
申5月12日（日）〜31日（金）
※電話予約不可
アリーナ60分プログラム（6月）
時6月26日（水）　午後7時30分〜
8時30分　場須賀川アリーナ　　
対市内在住・在勤の15歳以上の人

（中学生を除く）　定30人　内ヨガ
¥200円　申5月10日（ 金 ）〜6月
19日（水）　※電話予約も可

※詳しくは、開催ちらしやホーム
ページをご覧ください。
須賀川市スポーツ振興協会 検索

問須賀川アリーナ☎（76）8111

こども医療助成制度

　子育て支援の充実と健康不安の解
消を図るため、18歳までの医療費
の窓口負担無料化を行っています。
　助成を受けるには、登録申請によ
り発行された「受給資格証」を医療機
関などで提示することが必要です。
対市内在住で、健康保険に加入して
いる0歳から18歳に達する日以後の
最初の3月31日までの子ども
内通院・入院時に掛かった保険診療
分の一部負担金と入院時の食事代な
ど（特定療養費、差額ベッド代、容
器代、検診、予防接種などは対象外）
登録申請に必要な物　⃝印章　⃝子
どもの健康保険証　⃝子どもを健康
保険の扶養にしている保護者名義の
預金通帳　⃝保護者の個人番号が確
認できる書類（通知カード・マイナ
ンバーカードなど）　⃝申請に来る
人の本人確認ができる書類（運転免
許証・パスポートなど）
※登録内容に変更があったとき、受
給資格者証を紛失したときなど詳し
くは、こども課にお問い合わせくだ
さい。
申・問こども課☎（88）8114

須賀川アリーナの
講座・教室の参加者を募集!

　5月11日（土）〜20日（月）の10日間、春の全国交通安全運動が全
国一斉に展開されます。
　一人一人が交通安全の意識を高め、交通ルールと正しい交通マナー
を守り、交通事故に遭わない・起こさない行動を習慣付けましょう。
運動の重点
▶子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
▶自転車の安全利用の推進
▶全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
▶飲酒運転の根絶
街頭啓発キャンペーン
時5月10日（金）　午前11時
場イオンタウン須賀川（古河105）
問生活課☎（88）9128

東北最大規模
阿武隈川上流総合水防演習
時5月26日（日）　午前8時30分
場郡山市富久山　阿武隈川河川敷

（国道288号線逢
お お く ま ば し

隈橋上流）
※サテライト会場　ショッピング
モールフェスタ、JR郡山駅西口広場
内▶第1部　水防工法演習　
▶第2部　住民、関係機関参加訓練　
▶東北6県代表水防団による水防技
術競技大会　※防災展を同時開催
参観が力に　須賀川市消防団が水防
工法演習を実施しますので、ぜひご
参観ください。
問福島河川国道事務所
☎024（546）4331

須賀川牡丹園イベント情報

「M78星雲 光の国」姉妹都市提携記念
ウルトラマンR

ル ー ブ

×Bショー
時5月5日（日）  午前11時・午後2時
場イベント広場
フラワーセンター企画展
「歴史から見る牡丹展　第二弾」
期間　5月15日（水）まで
場フラワーセンター「体験学習室」
須賀川茶道連合会による呈

て い

茶
ち ゃ

・茶席
▶呈茶
時5月5日（日）・8日（水）〜10日（金）　
午前10時〜午後3時
▶茶席
時5月11日（土）・19日（日）　午前
10時〜午後3時　場花神亭
¥¥400円（和菓子付き）
問（公財）須賀川牡丹園保勝会
☎（73）2422、観光交流課☎（88）
9144

時5月26日（日）　午前10時〜午後4時
¥入館料無料（一部講座は有料）
内働く車や、かわいいゆるキャラがムシテックに大集合!
ふわふわドームやカブトムシ幼虫のプレゼントなど、こ
の日だけのスペシャルイベントがもりだくさん。
　今年はペットボトルのキャップを使用し、巨大ロゴを
作製しますので、ペット
ボトルのキャップをお持
ちください。
他天候により、イベント
内容を変更するときがあ
ります。
共催　（公社）須賀川青年
会議所 元気に行進（平成30年5月23日・長沼東小）

自己負担金　各医療機関が設定して
いる接種料金から、助成金額を差し
引いた額を医療機関窓口でお支払い
ください。
必要な物　⃝母子健康手帳　⃝予防
接種予診票（医療機関で配布）
他やむを得ない理由で岩瀬管外で接
種を希望する
ときは、事前
に健康づくり
課で手続きが
必要です。
問健康づくり課☎（88）8122

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

台
湾
便

木曜日 福島 10:15→台北13:15 台北  5:00→福島 9:00
日曜日 福島 19:30→台北22:05 台北14:00→福島18:15

国
　
内
　
線

札 幌
（新千歳） 福島 9:55→札幌11:15 札幌16:00→福島17:15

大 阪
（伊丹）

福島 8:05→大阪 9:15 大阪 8:15→福島 9:20
福島12:40→大阪13:50 大阪11:05→福島12:10
福島17:20→大阪18:30 大阪15:45→福島16:50
福島18:05→大阪19:15 大阪19:25→福島20:30

5 月 の 航 空 ダ イ ヤ

国際定期チャーター便運航中！

ふわふわドームも来るよ

ボータンマークのあるイベントには、ボータンが出演するボー !

第48回交通安全鼓笛パレード今年もやります!
スマイルキッズ in
ムシテックワールド！

春の全国交通安全運動

とび出さない
　いったんとまって

　　みぎひだり

ムシテック情報 FUKUSHIMA AIRPORT情報 交 通 安 全

開館　午前9時
閉館　午後4時30分

☎（89）1120
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