
夏第40回須賀川市

釈 　堂川花火大会

8月25日（土）19時から

開催だボー♪

ボータンも

楽しみだボー☆

※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になることがあります。
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 担当課

市民よさこい・盆踊り
大会 8月15日（水） 18：00～19：30 松明通り

観光交流課
☎（88）9144

第4回サポセンフェス
ティバル 9月1日（土）   9：45～

11：00
中央公民館・市役所
みんなのスクエア

生活課
☎（88）9131

第46回福島県勤労青
少年ホーム交歓会 9月2日（日）   9:30～

16:00 須賀川アリーナ
東公民館
☎（63）2154

第34回長沼まつり 9月8日（土） 18：00～
21：00 長沼金町通り

長沼市民サービ
スセンター
☎（67）2111

■『 』イベント出演予定情報（8月・9月上旬）

検察審査会 選挙権のある人の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が、検察官の不起訴処分が正しかったかを審査します。 この審査の申し立てができるのは、被害者などに限られます。　☞郡山検察審査会☎024（932）5656

　日本赤十字社では、平成30年7月豪
雨災害によって被害を受けられた被
災者を支援するための義援金を受け
付けています。
義援金名称　平成30年7月豪雨災害
義援金
受付場所　①地区窓口　社会福祉課、
長沼・岩瀬各市民サービスセンター、
各公民館（中央・長沼・岩瀬を除く）
②郵便振替　00130－8－635289
加入者名「日赤平成30年7月豪雨災害
義援金」　③銀行振込　東邦銀行南福
島支店　普通預金　612633
口座名義「日本赤十字社福島県支部」
受付期限　12月31日（月）
問日本赤十字社福島県支部
☎024（545）7998、
社会福祉課☎（88）8111

平成30年7月豪雨災害義援金
の受け付け

選挙啓発ポスター

特別障害者手当などの現況届と
特別児童扶養手当の所得状況届

長寿を祝う敬老祝金を贈ります

「介護予防事業10～12月コース」
の参加者募集

自衛官候補生、一般曹候補生、
航空学生、防衛大学校学生

第68回福島県統計グラフ
コンクール作品 すかがわ選挙川柳

画材　自由　大きさ　四ツ切（542㎜
×382㎜）または八ツ切（382㎜×
271㎜）かそれに準じる大きさ
応募資格　小学・中学・高校生
申8月31日（金）までに学校を通じて
選挙管理委員会に提出
他作品展のほか、小学・中学・高校
別に入賞作品を選び、表彰します。
問選挙管理委員会☎（88）9163

　受給者は、年1回の提出が必要で
す。対象者には8月上旬に通知します
ので、忘れずに手続きをしてください。
受付期間
▶特別障害者手当などの現況届　8
月29日（水）～ 31日（金）
▶特別児童扶養手当の所得状況届と
障害児福祉手当の現況届　8月13日
（月）～ 15日（水）
場社会福祉課、長沼・岩瀬各市民サー
ビスセンター
問社会福祉課☎（88）8112

対9月15日現在、市内に住所がある
下の表の年齢の人
贈呈方法　口座振込
⃝対象者の年齢と贈呈金額

年　　　齢 贈呈金額
81歳

（昭和11年9月17日～12年9月16日） 5,000円85歳
（昭和7年9月17日～8年9月16日）

88歳
（昭和4年9月17日～5年9月16日） 10,000円90歳
（昭和2年9月17日～3年9月16日）

99歳
（大正7年9月17日～8年9月16日） 30,000円

　対象者には、8月上旬に贈呈につ
いての案内を郵送します。必要事項
を記入の上、同封の返信用封筒で返
送してください。
※9月14日以前に転出または死亡し
た人は、対象になりません。
他敬老祝金のことで市から対象者に
電話をすることは決してありませ
ん。不審な電話にご注意ください。
問長寿福祉課☎（88）8116

時10 ～ 12月（3か月間）
対65歳以上で介護が必要になるお
それが高い人
対象地区　◦須賀川地区　◦仁井田
地区　※市内各地区で順次開催
内①運動器機能向上教室　各公民館
での運動教室（週1回・計12回）
②栄養改善指導事業　管理栄養士に
よる訪問指導（月1回・計3回）
③口

こ う く う

腔機能向上事業　歯科衛生士に
よる訪問指導（月1回・計3回）
④閉じこもり、認知症、うつ予防の
支援　保健師などによる個別相談
※①～④を組み合わせて参加するこ
ともできます。
締8月31日（金）
申・問▶須賀川地区　中央地域包括
支援センター☎（88）8215
▶仁井田地区　西部地域包括支援セ
ンター☎（75）3222
長寿福祉課☎（88）8117

種　目 受験資格 試験日
自衛官
候補生 18歳以上

27歳未満

受け付け時に
通知

一般曹
候補生

9月21日（金）
～23日（日）の
いずれか1日

航空学生 高卒（見込み含む）
23歳未満 9月17日（月）

防衛
大学校
学生

推薦 高卒（見込み含む）
21歳未満

9月22日（土）
・23日（日）

総合
選抜 9月22日（土）

締9月7日（金）
問自衛隊郡山地域事務所
☎024（932）1424

募集作品　観察記録やこれまで記録
したデータなどを手書き、またはパ
ソコンでグラフ化した作品
テーマ　自由
大きさ　B2判（728㎜×515㎜）
応募資格　小学生以上
申応募の注意点などを県統計課にお
問い合わせの上、応募してください。
締9月5日（水）
宛先　〒960-8043（住所記載不要）
福島県統計課宛
問県統計課☎024（521）7143

募集作品　選挙をテーマとした川柳
（1人5句まで）
募集期間　通年
申郵便番号、住所、氏名、ペンネー
ム、性別、年齢、電話番号を記入の
上、次の方法でご応募ください（児
童・生徒は、学校名・学年も記入）。
▶選挙管理委員会に持参
▶各公民館などに設置の投句箱に投句
▶郵送　〒962‒8601（住所記載不
要）選挙管理委員会宛
他応募作品は、展示会のほか、市
ホームページなどで紹介します。
表彰　10月31日（水）までの応募作
品の中から入賞作品を選び、賞状と
記念品を贈呈します。
問選挙管理委員会☎（88）9163

　戦後73周年を迎え、原爆死没
者や先の大戦で亡くなられた人々
のご冥福と世界恒久平和を祈念
し、市民の皆さんも家庭、職場な
どで「黙とう」を捧げられますよう
お願いします。
「黙とう（１分間）」開始時間
▶広島市平和記念式典　8月6日（月）
午前8時15分
▶長崎市平和祈念式典　8月9日（木）
午前11時2分
▶全国戦没者追悼式　8月15日（水）
正午（防災行政無線で放送）
問社会福祉課☎（88）8111

　勇壮でみやびな「ねぶた」や「ねぷた」が
街に繰り出し、躍動するハネトや子ども
みこしなどとともに、初秋の夜を幻想的
な光と熱気で包みます。
時9月8日（土）　午後4時～ 9時
※小雨決行。大雨のときは9日（日）に順延
場長沼金町通り
内◦第1部（午後4時）　よさこい、フラダンス　◦第2部（午後6時）
出陣式、踊り流し、子どもみこし、よさこい、ねぶた・ねぷた
問長沼まつり実行委員会事務局（長沼市民サービスセンター内）
☎（67）2111 戦没者の追悼と

平和を祈念する黙とうを

市図書館休館中のサービス
移動図書館特設ステーションの開設
時下の表のとおり　場市図書館駐車場
内移動図書館車内の本や雑誌のバック
ナンバーの貸し出し
⃝開設日時（8月・9月上旬）

8月
2日（木）・4日（土）・7日（火）・
9日（木）・12日（日）・18日（土）・
21日（火）・23日（木）・26日（日）

9月 3日（月）・10日（月）・12日（水）・
14日（金）

時間 午前10時～午後4時

新聞と雑誌の閲覧
時祝日以外の午前9時～閉館まで
場中央公民館ロビー　内当日分の新聞
（14紙）と最新号の雑誌（12誌）の閲覧
問市図書館☎（75）3309

第34回長沼まつり

市民よさこい・盆踊り大会
　盆踊りは個人でも参加できますので、ご家族
おそろいでお出掛けください。
時8月15日（水）　
◦午後6時　よさこい踊り　◦午後7時　盆踊り
場松明通り(市内中町地内)
問観光交流課☎（88）9144

第59回ながぬま一周駅伝競走
大会の参加チーム

須賀川アリーナ
スポーツ教室の参加者

時11月11日（日）
競技区間　長沼地域内一周8区間
内健康増進と市民の親ぼくを目的と
する駅伝競走大会
締10月2日（火）
申・問長沼公民館☎（67）2474

内市内各地区で行われるニュース
ポーツなどを中心とした教室
￥保険加入希望者は1回100円
他詳しくは、開催ちらしやホーム
ページをご覧ください。

時9月9日（日）　午前8時30分～ 9
時30分
場翠ヶ丘公園
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
内お外でヨガ
講師　西間木恵理さん
￥200円
申込期間　8月10日（金）～9月2日（日）
申申込用紙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（電話予約可）。
問須賀川アリーナ☎（76）8111

地区スポーツレクリエーション教室

アリーナ60分プログラム（9月）

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　Ｆファックス　 メール　問問い合わせ　

各種募集 健康・福祉
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