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

ホールボディカウンタによる
内部被ばく検査を行います

健康・福祉
すかがわ健康づくりポイント事業
に参加しましょう
運動や食事管理など日々の健康づ
くりに取り組んだ人に、協力店で特

典が受けられる
「ふくしま健民カー
ド」
を交付する事業です。
詳しくは、今月中旬に各戸に配布
する記録台紙をご覧ください。
（金）
まで
実施期間 平成31年3月1日
対18歳以上の市民
（高校生を除く）
問健康づくり課☎
（88）8122

楽しくウォーキングしましょう
すかがわ健康づくりポイント事業

×

須賀川市民歩こう会

旭ヶ岡公園コース
中央公民館をスタート・ゴールとし
た往復約5㌔メートルのコース

時6月17日
（日） 午前6時～ 8時
集合時間 午前5時50分
集合場所 中央公民館
問須賀川市民歩こう会会長
木村 宏☎
（76）
2889
健康づくり課☎
（88）8122
献血にご協力を

街頭献血
（火） 午前9時30分～
▶時6月26日
午後4時 場市役所駐車場
（土） 午前10時～午後4
▶時7月7日
時30分 場はたけんぼ
（市内卸町54）
種別 400㍉リットル献血
問健康づくり課☎
（88）8122
歯科口腔健康診査を
実施しています
昭和17年4月2日から18年4月1日
までに生まれた人
（5月 下 旬 に 案 内
状を郵送しています）
健診項目 問診、歯（義歯）、咬 合、
歯周組織、えん下の状態など
こ う ご う

実施期間 11月30日（金）まで
問県後期高齢者医療広域連合
☎024
（528）
9024
30.6.1

②中央地区・東部地区の一部の小・
中学校に通う児童・生徒
③妊婦

④①～③以外で検査を希望する市民
（②の学校以外の児童・生徒を含む）
実 施 期 間 9月1日 ～ 平 成31年1月
21日（予定）
※対象者ごとに検査時期が異なります。
申▶対象者① 個別に通知
▶対象者② 学校を通じて通知
▶対象者③・④ 申込書（各申込場
所に設置または市ホームページから
ダウンロード）に必要事項を記入の

上、健康づくり課、各公民館、各市
民サービスセンターにお申し込みく
ださい。
他詳しくは、後日申込者に通知します。
問健康づくり課☎（88）8122
健康に関する出前講座と
糖尿病に関する健康教室
公立岩瀬病院では、地域の団体や
グループなどを対象に、職員が集会
場などに伺い、健康に対する理解と
疾病の予防など、専門的な情報を提
供する「出前講座」を行っています。
また、院内では糖尿病について詳
しく学習する「健康教室」を定期的に
開催しています。
詳しくは、病院ホームページをご
覧ください。
公立岩瀬

講座学習

検索

※出前講座は、病院ホームページで
もお申し込みできます。
申・問公立岩瀬病院☎（75）3111

放射線個人線量測定を行います
対測定を希望する市民
測定方法 ガラスバッジ式の個人線

量計を約2か月間（9月3日～ 11月5
日）着用します。
申▶市内の小・中学校に通う児童・
生徒 学校を通じて通知
▶未就学児と市外の小・中学校に通
う児童・生徒 個別に通知
▶高校生相当以上の人 申込書（各

申込場所に設置または市ホームペー
ジからダウンロード）に必要事項を
記入の上、健康づくり課、各公民館、
各市民サービスセンターにお申し込
みください。
締7月6日（金）
※電子線量計の貸し出しは随時行っ
ています。希望者は健康づくり課に
お申し込みください。
問健康づくり課☎（88）8122

（一社）須賀川医師会主催

「須賀川市民公開講座」
時7月1日（ 日 ） 午 後2時30分 ～ 4時
40分
場グランシア須賀川（市内池上町74）
◦内容・講師
内

容

講

師

公立岩瀬病院
講演1「ロコモを知っ
整形外科部長
て健康長寿に」
橋本慶太先生
講演2「健康寿命を考 池田記念病院
こ つ そ しょう しょう
える―骨 粗 鬆 症 にな 院長
らないために―」

かわまえ

川前恵一先生

後援 須賀川市、須賀川歯科医師会、
須賀川薬剤師会 ほか
※申し込み不要。直接会場にお越しく
ださい。
問須賀川医師会☎（73）3723

６月23日
（土）
～ 29日
（金）
は
「男女共同参画週間」
です

対県後期高齢者医療の被保険者で、
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対 ① 平 成28年4月2日 ～ 29年4月1
日生まれの子（1歳児）

お知らせ

男女共同参画社会
を実現するためには、
皆さん一人一人の取り組みが必要です。この機会に、家庭や職場、地域で、
私たちにできる男女共同参画について考えてみましょう。
男女共同参画講演会を開催します
時6月22日（金） 午後2時30分 場中央公民館
演題 ミュートレ ～笑顔をつくるミュージックエクササイズ～
講師 ボーカリスト・音楽インストラクター 藤居ジュンコさん
締6月20日（水） 申・問生活課（88）9131

労働保険の年度更新

平成30年度の労働保険の年度更新の申告期限は、7月10日です。期限までに、最寄りの銀行、

農業者年金の現況届を忘れずに
農業者年金を受給している人は、

現況届を毎年提出しなければなりま
せん。受給者には、5月下旬に農業

者年金基金から現況届が郵送されて
います。必要事項を記入の上、6月
中に農業委員会事務局、各公民館、
各市民サービスセンターに提出して
ください。

問農業委員会事務局☎（88）9165
地域リハビリテーション活動支援
事業
（講師派遣事業）
のご利用を

65歳以上の人が集う活動の場に
専門職が訪問し、介護予防の取り組

みをサポートします。
利用時間 月～金曜日の午前8時30
分～午後5時
（1時間～ 1時間半程度）
派遣先 市内の高齢者サロンや通い
の場、介護保険関連事業所など
派遣する専門職 理学療法士、歯科
衛生士、管理栄養士
申希望する日の1か月前までに、長
寿福祉課に電話でご相談ください。
問長寿福祉課☎（88）8117
市要約筆記奉仕員養成講座の開催
登録筆記者として活動できる人を
養成する講座を開きます。手書きと
パソコンを使用する2つの支援方法
を学びます。
時6月23日～ 9月22日の毎週土曜日

午後1時～ 4時 （全14回）
※ パ ソ コ ン 講 義 と 実 技 8月4日・
18日 午前9時30分～午後4時
場中央公民館
対▶聴覚に障がいがある人の耳代わ
りとして、情報を要約して伝える活
動を行いたい人
▶パソコンの基本操作ができ、講座
にノートパソコンを持参できる人
講師 県中途失聴・難聴者協会、要
約筆記こおりやま、須賀川手話サー

クルあゆみ会要約筆記部
￥ 3,600円
（テキスト代）
締6月19日（火）
申社会福祉課に、電話またはＦ（88）

8119でお申し込みください。
問社会福祉課☎（88）8112

須賀川アリーナ
スポーツ教室の参加者募集

スポーツ

第1回キッズスポーツクラス
市役所 〒962－8601
須賀川市八幡町135
時7月22日
（日） 午前10時～ 11時
社会人の県総体
☎
（75）
1111
県民スポーツ大会市予選会を開催
30分
※5月8日
（月）
以降は新庁舎に移転し
時7月1日（日）
場中央体育館
ます。詳しくは、4月号に折り込みの
対未就学児
（4 ～ 6歳）とその保護者
※屋外種目の予備日 7月8日（日）
「保存版 須賀川市新庁舎電話番号
定50組100人
団体戦種目・会場
表」
をご覧ください。
▶家庭バレーボール・須賀川アリーナ
内親子体操とかけっこ教室
須賀川市
市ホームページ
▶壮年ソフトボール・市民スポーツ
￥1組300円
市民提案Ｅメール
6月10日
（日）～ 7月18日
広場
申込期間
市ホームページ
「市長の部屋へよう
こそ」
に掲示している
「市民提案メー
▶バドミントン・市民スポーツ会館 （水）
ル」
から送信してください。
￥500円×人数
アリーナ60分プログラム（7月）
人口・世帯数
申6月14日（木）までに参加料を添え
時7月18日（水） 午後7時30分～ 8
現住人口 29. 4. １現在
（前月比）
てお申し込みください。
時30分
●人 口 76,691人
（△213人）
男 37,649人
（△126人）
場須賀川アリーナ
▶月～金曜日（午前8時30分～午後
女 39,042人
（△87人）
対市内在住または在勤の15歳以上
5時15分） 市体育協会事務局（生涯
●世帯数 26,657世帯
（△6世帯）
の人（中学生を除く） 定50人
学習スポーツ課内）
生活ダイヤル
▶土・日曜日（午前9時～午後5時） 内エアロビクス
●防災行政無線音声ガイドサービス ☎
（63）
8330
講師
矢吹千春さん ☎（76）2980
須賀川アリーナ
●休日夜間急病診療所
●福島県子ども救急電話相談
問市体育協会☎（88）9176
￥200円
♯8000
短縮ダイヤル
6月10日（日）
～ 7月11日
申込期間
アナログ回線など ☎024
（521）
3790
（水）
●救急病院
7月14日（土）正午から
☎
（75）
3111
公立岩瀬病院
牡丹台プールがオープン！
オープン当日は無料開放します。
開場期間 7月14日（土）～ 8月26日

（日） ※休場日はありません。
利用時間
▶1回目 午前9時～ 11時
▶2回目 正午～午後2時
▶3回目 午後2時30分～ 4時30分
利用料金（1回）
◦小・中学生 30円
◦高校生 50円 ◦一般 100円
問牡丹台体育施設☎（75）1005

須賀川病院

☎
（75）
2211

申開催ちらし
（市内体育施設、各公
池田記念病院
☎
（75）
2165
民館などに設置）
●須賀川消防署 や所定の申込用紙
☎
（76）
3111
●消防情報センター
☎
（76）
8181
に必要事項を記入の上、参加料を添
●シルバー人材センター ☎
（76）
1992
えて須賀川アリーナにお申し込みく
●コミュニティプラザ ☎
（63）
2111
ださい。
●児童虐待防止相談室 ☎
（88）
8115
※アリーナ60分プログラムは電話
今月の納期 納期限6月30日
（金）
予約も受け付けます。
●市県民税
（普通徴収）
１期分
詳しくは、開催ちらしやホーム
今月の休日納税相談窓口開設
ページをご覧ください。
●日時 6月25日（日）午前９時～午後４時
須賀川市スポーツ振興協会
●場所 収納課

検索

問須賀川アリーナ☎（76）8111

（公財）市スポーツ振興協会の職員を募集します
募集職種・採用予定人数 スポーツ指導員
（大学卒程度）・1人
業務内容 スポーツ教室などの企画運営や体育施設の管理運営など
採用予定日 平成31年4月1日
受付期間 6月26日
（火）
～ 8月10日
（金）
受験資格 平成元年4月2日から平成9年4月1日までに生まれた人で、保健
体育教員資格・
（公財）日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格のいずれか
の保持者または平成31年3月末までに資格取得見込みの人
（学歴は問いません）
◦試験案内
区分

試験日

第一次試験 ９月23日
（日）

試験場所
市役所

試験内容
教養試験、専門試験、作文、適性検査

11月上旬予定
須賀川
第二次試験
口述試験
（一次試験合格者のみ）アリーナ

他受験案内と申込用紙は須賀川アリーナで直接受け取るか、協会ホームペー
ジからダウンロードしてください。 問須賀川アリーナ☎（76）8111

郵便局、労働基準監督署、福島労働局で手続きをしてください。 ☞福島労働局労働保険徴収室☎024
（536）
4607

30.6.1
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