
 第12回ウォークinすかがわ～桜～
時4月13日(土)　午前8時45分～午
後1時
場市内特設ウォーキングコース(9㌔
メートル・6㌔メートルコース)
￥事前申し込みは600円
※当日申し込みは700円、未就学児
は無料
事前申込期限　4月10日(水）
 アリーナ60分プログラム(4月)
内エアロビクス
講師　矢吹千春さん
時4月24日（水）　午後7時30分～8
時30分　場須賀川アリーナ
対市内在住または在勤の15歳以上
の人（中学生を除く）　
定50人　￥200円　
申込期間　3月10日（日）～4月17日

（水）

申申込用紙や開催ちらしに必要事項
を記入の上、参加料を添えて須賀川
アリーナにお申し込みください。
※詳しくは、開催ちらしやホーム
ページをご覧ください。

問須賀川アリーナ☎（76）8111

実施期限　2020年3月31日
募集内容　翠ヶ丘公園の利用者へ
のサービス向上や、にぎわいの創
出、利活用の促進につながるもの（カ
フェ、イベント、マーケットなど）
協力内容　利用者アンケート、利用
者数や売上額などのデータ提出など
問都市整備課☎（88）9156

奨学資金　月額5万円（原則として
返還義務はありません）
対次の条件を満たしている人
▶大学・大学院・短期大学に在学し
ている人（4月入学予定者含む）
▶本人または保護者が市内在住の人
▶経済的な理由により修学が困難な
人
※他の奨学資金制度の貸与を受ける
ことはできますが、給付を受けるこ
とはできません。
募集期間　4月1日（月）～26日（金）
応募方法　出身高校を通して、学校
長の推薦により必要な書類を添えて
お申し込みください。申込用紙は、
各高校に備え付けてあります。
※詳しくは、市ホームページをご覧
ください。
問教育総務課☎（88）9166

問自衛隊郡山地域事務所
☎024（932)1424

平成31年度「国税専門官採用試験」（大卒程度） 受付期間　3月29日（金）～4月10日（水）　申込方法　インターネット「国家公務員試験採 用情報NAVI」　第1次試験日　6月9日（日）　☞仙台国税局人事課第二課試験研修係☎022（263）1111、人事院東北事務局☎022（221）2022

翠ヶ丘公園内の社会実験実施
事業者

須賀川アリーナ
イベント・スポーツ教室の参加者

平成31(2019）年度奨学生

自衛官の幹部候補生、
予備自衛官補

各種募集

◦幹部候補生
募集種目 受験資格 受付期限

一

般

大卒
程度
試験

22歳以上26歳未満の人
※22歳未満は大卒者（見
込み含む）、修士課程修了
者（見込み含む）などは28
歳未満まで 5月1日

（水）院卒者
試験

修士課程修了者など（見込
み含む）で28歳未満の人

歯科・
薬剤科

専門の大卒者（見込み含
む）で30歳未満の人
※薬剤科は28歳未満の人

演題　「中世の南奥羽を見る―南北
朝・室町時代の須賀川―」 
講師　伊藤喜

き よ し

良さん（福島大学名誉
教授・須賀川市歴史文化基本構想策
定委員会委員長）
時3月21日（木・祝）　午後2時～3
時30分　場tette「たいまつホール」
定100人　申3月11日（月）から文化
振興課で受け付け（電話可）
問文化振興課☎（88）9172

歴史・文化講演会の参加者

須賀川市スポーツ振興協会 検索

時3月16日（土）　午前10時～正午
場緑のスポーツエリア
定15人　 ￥300円
問福島空港公園事務所☎（89）1766

空港公園自然塾
～ツリーハウスで遊ぼう～

※天候などにより、出演時間の変更や出演中止となるときがありますので、ご了承ください。
イベント開催時間内のどこかで出演するボー！

イベント名 月日 時間 出演場所 問い合わせ

わんぱくキャンプ2019
冬の事業 3月23日（土） 16:30～

17:30 福島空港 須賀川青年会議所
☎（76）7083

■『 』イベント出演予定情報（3月）

東日本大震災犠牲者の追悼

　3月11日（月）、震災発生から8年
を迎えます。この未曾有の大災害に
より、本市でも多くの尊い命が奪わ
れました。
　市では、震災で犠牲となられた皆
さんに、哀悼の意をささげるため、
地震が発生した午後2時46分から
1分間の黙とうを行います。防災行
政無線で放送しますので、市民の皆
さんも、家庭や職場などで黙とうを
ささげられますようお願いします。
問社会福祉課☎（88）8111

健康・福祉
被災者生活再建支援金の
申請期限が延長されました

対東日本大震災により、居住する住
宅が全壊・大規模半壊の被害を受け
た世帯や、大規模半壊・半壊の住宅
をやむを得ず解体した世帯
申請期限　2020年4月10日(金)
申・問社会福祉課☎（88）8111

　市では、5月5日の「こどもの日」
を中心に、釈迦堂川に掲揚するこい
のぼりの寄付を受け付けています。
※耐久性のあるポリエステルなどの
化学繊維製のものに
限ります。
申生涯学習スポーツ
課または各公民館に
直接お持ちください。
問生涯学習スポーツ課☎（88）9173

献血にご協力を

時3月24日（日）　午前10時～11時
30分、午後1時～4時30分
場イオンタウン須賀川（古河105）
種別　400ミリリットル献血
注意事項　輸血を受けたことのある
人、妊娠・授乳中の人や、薬を服用
している人は、薬の種類によって献
血できないことがあります。
問健康づくり課☎（88）8122

 中央図書館☎（75）3309
子ども読み聞かせ会
時3月9日(土)・23日（土）　午後2時
場tette2階「こどもライブラリー」
内「読み聞かせの会ポケット」によ
る絵本の読み聞かせや紙芝居など
おひざにだっこのおはなし広場
時3月20日（水）　午前11時
場tette2階「こどもライブラリー」
内お話の会「ラ・ポム」による絵本の
読み聞かせや紙芝居、手遊びなど

移動図書館「うつみね号」巡回日程

 長沼図書館☎（67）2138
すくすくタイム
時3月13日（水）　午前10時30分
場長沼図書館
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3月23日（土）　午前10時30分
場長沼図書館
内お話の会「あすなろ」と職員によ
る絵本の読み聞かせや紙芝居など

図書館だより
読み聞かせ会

巡　回　場　所 時間 4月
大東小学校 10:10

10日
（水）

ワークセンター麦 10:50
柏城小学校 12:55
あおば町集会所 14:00
小塩江小・幼稚園   9:45

25日
（木）大森小学校 12:50

田中バス停 13:50
西袋第二小学校 10:15 12日

（金）須賀川卸センター 12:20
仁井田小学校 12:50

24日
（水）向陽町東集会所 13:50

季の郷ニュータウン 14:30
第二保育所 10:30

26日
（金）

稲田学園 13:00
芹沢町ふれあいセンター 14:00
森宿区民館 14:55
長沼東小学校 10:10 11日

（木）長沼小学校 13:15
白江小学校 10:05 18日

（木）白方小学校 13:00

　身近な図書館として貸出文庫を開設
しています。事業所や施設の利用者に
限り利用できます。

中央図書館
事業所　◦大竹商店（舘ヶ岡）　◦笠原工
業㈱（上人坦）　◦須賀川瓦斯㈱（卸町）
公共施設など　◦大東こども園　◦ぼ
たん・うつみね児童館　◦一小・西袋・
稲田・仁井田・柏城・大森小児童クラ
ブ館　◦稲田・仁井田幼稚園　◦白鳩
保育　◦コアラ保育園　◦双葉こども
の園　◦認定こども園りのひら　◦福
祉ホームパイン・フォレスト　◦須賀
川支援学校

長沼図書館
事業所　◦ミドリ無線㈱（堀込）
公共施設など　◦長沼中学校　◦長沼
小学校　◦長沼・長沼東保育所　◦長
沼幼稚園　◦長沼公民館　◦長沼東部
コミュニティセンター　◦日高見・か
しまの森児童クラブ　◦さくらっこ教
室（長沼小）

岩瀬図書館
公共施設　◦白方・白江小学校　◦白
方こども園

 岩瀬図書館☎（65）3549
お母さんと赤ちゃんのためのお話
のへや
時3月13日（水）　午前10時30分
場岩瀬図書館
内絵本の読み聞かせやわらべう
た、手遊びなど
お話のつどい
時3月16日（土）　午前10時30分
場岩瀬図書館
内絵本の読み聞かせや手遊び、簡
単な工作など
テーマ「あがったり　さがったり」

身近な図書館「貸出文庫」

　４月から、読書の記録ができる
サービスを行います。図書館から
借りて読んだ本の記録を、銀行の
通帳のように記録することができ
ます。
※4月以降に、小学1～3年生全員
に無料で配布する予定です。それ
以外の希望者には、1冊200円で
販売します。
スポンサーを募集中！
　図書館では、この「読書の記録」
のスポンサーになっていただける
企業を募集しています。

問中央図書館☎（75）3309

「読書の記録」を残しませんか？

募集種目 受験資格 受付期限

一　般 18歳以上34歳未満の人
4月12日
（金）技　能

国家免許資格などを有す
る18歳以上53歳未満（資
格により55歳未満）の人

◦予備自衛官補

こいのぼりをお譲りください
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