
※あくまで出演予定ですので、天候などにより、出演時間の変更や出演中止となる場合等がありますので、ご了承願います。
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

平成31（2019）年度
牡丹キャンペーンクルー
選考会

2月9日（土） 10:00～12:00 ホテル虎屋
観光交流課
☎（88）9144

第9回
スポレクフェスタ
ｉｎアリーナ

2月24日（日） 9:30～
15:00 須賀川アリーナ

須賀川アリーナ
☎（76）8111

■『 』イベント出演予定情報（2月）

子ども読み聞かせ会（中央図書館）
時2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
（中央図書館）
時2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

須賀川ふるさとガイドの会会員

巡　回　場　所 時間 3月
大東小学校 10:15

6日
（水）

森宿区民館 12:00
柏城小学校 12:55
第二保育所 14:10
あおば町集会所 15:30
小塩江小学校・幼稚園   9:45

7日
（木）

たからじま作業所
ワークセンター麦 11:00

大森小学校 12:50
田中バス停前 14:00
仁井田小学校 12:50

13日
（水）向陽町東集会所 14:10

季の郷ニュータウン 15:10
西袋第二小学校 10:15

14日
（木）

須賀川卸センター組合会館前 12:00
稲田学園 13:00
芹沢町ふれあいセンター 14:05
長沼東小学校 10:10 15日

（金）長沼小学校 13:15
白江小学校 10:05 8日

（金）白方小学校 13:00

移動図書館「うつみね号」巡回日程

雑誌スポンサー制度の活用を！

　図書館では、「雑誌スポンサー制
度」を導入しています。図書館で購
入している雑誌の購入代金をスポン
サーに負担していただき、提供して
いただいた雑誌の最新号のカバーに
広告を掲載します。宣伝活動の促進
を図りながら図書館サービスの向上
に努めるものです。
　毎日、図書館にはたくさんの利用
者が来館し、雑誌を読んでいます。
社会貢献活動の一環として、また、
広告媒体としてご活用ください。
問中央図書館☎（75）3309

ねたきり等高齢者介護者激励金

対次のいずれかに該当する65歳以
上の高齢者を、自宅で6か月以上継
続して介護している人（本年度内に
介護者激励金または家族介護慰労金
を受給した人を除く）
▶介護保険の要介護区分が3～5の
認定を受けているか、それに相当す
ると判断された人　
▶認知症で、はいかいなどの問題行
動のある人
※要介護者と介護者が、ともに6か
月以上本市在住で、生計が同一であ
ること。
支給額　年額3万円（要介護者1人に
付き）
申請期限　2月28日（木）
申請方法　長寿福祉課に備え付けの
申請書に必要事項を記入・押印の上、
各地区の担当民生委員の証明及び振
り込みを希望する通帳の写しを添え
て、長寿福祉課または長沼・岩瀬各
市民サービスセンターへ申請してく
ださい。
※申請書は市ホームページからダウ
ンロードできます。
問長寿福祉課☎（88）8116

明るい長寿社会を築く市民基金

　市では、高齢者支援事業として、
次の4事業を行っています。
▶ねたきり等高齢者介護者激励金支
給事業
▶緊急通報システム事業
▶はり・きゅう・マッサージ等施療
費助成事業
▶訪問理美容サービス事業
　これらの事業は、市民の皆さんか
ら寄せられた寄付などを積み立てた
「市明るい長寿社会を築く市民基金」
を財源の一部としています。
寄付の申し込み　長寿福祉課
問長寿福祉課☎（88）8116

須賀川アリーナ
60分プログラム（3月）
時3月26日（火）　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
内コアトレーニング
講師　大河原里美さん
￥1回200円
申込期間　2月10日（日）～3月19日
（火）
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

がん検診などの受診期限は
2月28日（木）
対胃がん・子宮がん・肺がん・大腸
がん・前立腺がん・結核・肝炎ウイ
ルスの各検診
※胃がん検診と子宮がん検診を受診
するには、受診券が必要です。詳し
くは、お問い合わせください。
　その他の検診については、医療機
関に直接お申し込みください。
　病気の早期発見・早期治療のため、
大切な家族のためにも、定期的に検
診を受けましょう。
問健康づくり課☎（88）8122

おなはし会（長沼図書館）
時2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
お母さんと赤ちゃんのためのお話
のへや（岩瀬図書館）
時2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（岩瀬図書館）
時2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：「すべる」
問中央図書館☎（75）3309
　長沼図書館☎（67）2138
　岩瀬図書館☎（65）3549

図書館だより
読み聞かせ会

須賀川市スポーツ振興協会 検索

募集期間　2月4日（月）～3月5日（火）
閲覧場所　都市整備課
※市ホームページでも閲覧可
提出方法　閲覧場所に備え付けまた
は、ホームページに掲載している様
式に、住所・氏名・連絡先を記入の上、
次のいずれかの方法で提出してくだ
さい。
▶都市整備課に持参
▶郵送　〒962-8601（住所記載不要）
都市整備課宛
▶Ｆ（73）4205　▶ toshikei@
city.sukagawa.fukushima.jp
問都市整備課☎（88）9154

募集期間　２月6日（水）～24日（日）
閲覧場所　文化振興課、長沼・岩瀬
各市民サービスセンター、各公民館、
博物館、歴史民俗資料館、芭蕉記念館
※市ホームページでも閲覧可
提出方法　閲覧場所に備え付けまた
は、ホームページに掲載している様
式に、住所・氏名・連絡先を記入の上、
次のいずれかの方法で提出してくだ
さい。
▶文化振興課または閲覧場所に持参
▶郵送　〒962-8601（住所記載不要）
文化振興課宛
▶Ｆ（94）4563　▶ bunshin@
city.sukagawa.fukushima.jp
問文化振興課☎（88）9172

対須賀川が好きな人、須賀川に興味
のある人
※事前研修を行いますので、安心し
てご応募ください。
内牡丹園や、松尾芭蕉の足跡など「須
賀川のすばらしさ」を観光客や市民
の皆さんへ案内します。
締3月8日（金）
年会費　2,000円
研修日程・内容

第1回 3月19日(火) ガイドの基礎知識

第2回 3月26日(火) 牡丹園250年の歴史

第3回 4月2日
(火)

松尾芭蕉と俳句のま
ち須賀川

第4回 4月9日
(火)

総会・須賀川の観光
について

第5回 4月16日(火) 牡丹園案内の実習

※午後1時30分から2時間程度
場牡丹会館（第3回のみ芭蕉記念館）

申・問須賀川ふるさとガイドの会
会長　酒井清美さん☎（72）4244

特定B型肝炎ウィルス感染者給
付金等の支給に関する相談会
　幼少期の集団予防接種などによる
B型肝炎ウィルス感染者の救済を目
的に、全国B型肝炎訴訟新潟事務所
主催の出張相談会が開催されます。
時3月30日（土）　午後1時30分～ 4
時（受け付けは午後3時まで）
場けんしん郡山文化センター (郡山
市堤下町1-2）
対集団予防接種でB型肝炎になった
人とその家族
内弁護士による無料相談会
事前申込・問合せ先　全国B型肝炎
訴訟新潟事務所☎025(223)1130
※当日、会場での申し込みもできま
すが、事前申し込みをした人が優先
となります。
問健康づくり課☎（88）8122

牡丹園でのガイド

お話の会「ラ・ポム」による紙芝居

健康・福祉各種募集

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
￥料金（表示のないものは無料）　申申し込み　締締め切り　他その他　問問い合わせ　Ｆファックス　 メール　

市立地適正化計画策定の素案 市歴史文化基本構想(案)

皆さんの意見をお待ちしています
　～パブリックコメントを実施～
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