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時▶午前の部　3月18日（日）　午前
10時～ 11時
▶午後の部　3月28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）　定各回50人
内エアロビクス
講師　矢

や

吹
ぶき

千
ち

春
は る

さん
￥1回200円
申込期間　2月10日（土）から各開催
日1週間前まで
申所定の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）。
※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

時2月17日（土）　午前10時～正午
場緑のスポーツエリア
内樹上にツリーハウスを作り、普段
と違う新鮮な森の風景を楽しみます。
定15人　￥300円
問福島空港公園事務所☎（89）1766

　市では、配水流量の監視や業務委
託などにより漏水の早期発見に努め
ていますが、市民の皆さんの通報が
早期修繕に大変有効です。次のよう
なときは水道管の漏水の可能性があ
りますので、水道施設課にご連絡く
ださい。
▶晴れた日でも、いつも地面が濡れ
ている。
▶普段は水が流れていない水路に水
が流れている。
▶蛇口からの水の出方が急に弱く
なった。

問水道施設課☎（63）7131

　登録・検査の手続きは、毎年3月
に集中し、窓口や車検場が大変混雑
します。
　名義・住所変更、廃車、車検など
の手続きは2月中
に行うなど、でき
るだけ早目に済ま
せるようお願いし
ます。
問東北運輸局福島運輸支局（福島市
吉倉字吉田54）☎050（5540）2015

　使用しない原動機付自転車（バイ
ク）や軽自動車などは、廃車の手続き
をしないと軽自動車税が毎年課税さ
れます。使用する見込みがないとき
は、3月31日までに廃車の手続きを
してください。年度の途中で廃車や
譲渡の手続きをしても、１年分の軽
自動車税が課税になります。
手続き場所
▶原動機付自転車（125cc以下のバ
イク）と農耕用などの小型特殊自動
車　税務課、長沼市民サービスセン
ター☎（67）2112、桙衝市民サービ
スセンター☎（68）2346、岩瀬市民
サービスセンター☎（65）2112
▶軽自動車　軽自動車検査協会
☎050（3816）1837
▶125ccを超え250ccまでのバイク
軽自動車協会連合会☎024（546）2577
▶250ccを超えるバイク　東北運輸
局福島運輸支局☎050（5540）2015
▶福島ナンバー全車種　郡山自家用
自動車協会（代行機関）☎024（922）
1567　※有料
注意事項　廃車の手続きなどを依頼
するときは、後日トラブルが起きない
よう内容を再確認してください。車
両をリサイクルまたは処分するとき
は、必ずナンバーを外して廃車の手
続きをしてください。
問税務課☎（88）9124

時3月23日（金）　午前10時
場市役所2階　会議室203
公売対象財産
①仁井田字新山田11番　田　4,060㎡
②仁井田字宮田24番ほか7筆　田　2,430㎡
参加資格　原則、どなたでも参加できます。市税滞納者、
税務に関係する職員、公売財産の買い受けについて一定の
資格を有しない人などは、参加できません。
申3月22日（木）までに、市ホームページまたは収納課に備
え付けの申込書に記入の上、公売保証金をお持ちになり、
収納課にお申し込みください。
注意事項
▶公売財産の現地確認会、下見会は行いません。
▶公売財産が農地のため、買受適格証明書などが必要で
す。２月末までに農業委員会に申請してください。
※詳しくは、市ホームページや回覧ちらしなどをご覧ください。
問収納課☎（88）9127

受付期限　2月14日（水）
※土・日曜日、祝日を除く
時午前8時30分～午後5時15分
入居資格　収入基準などの条件があ
りますので、建築住宅課にお問い合
わせください。
申建築住宅課、長沼・岩瀬各市民サー
ビスセンターに備え付けの書類で、
建築住宅課にお申し込みください。
選考方法　選考基準による書類審査
や公開抽選により決定します。
公開抽選予定日　2月23日（金）
入居予定日　3月15日（木）
問建築住宅課☎（88）9152

　須賀川アリーナの改修工事が完了
し、次のとおり利用を再開します。
※サブアリーナのバスケットゴールは、
不具合のため、当分の間使用不可
再開日
▶メインアリーナ　3月1日（木）
※予約受付開始　2月1日　午前9時
▶サブアリーナ　2月1日
申須賀川アリーナ☎（76）8111
問生涯学習スポーツ課☎（88）9174

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
民の皆さんに紹介します。
募集期限　3月9日（金）
年会費　2,000円
研修日程・内容
▶第1回　3月22日（木）　午後1時
30分・須賀川市の観光について
▶第2回　3月29日（木）　午後1時
30分・牡丹園250年の歴史
▶第3回　4月5日（木）　午後1時30
分・松尾芭蕉と俳句のまち須賀川
▶第4回　4月12日（木）　午後1時
30分・総会、ガイドのための牡丹
栽培知識
▶第5回　4月19日（木）　午後1時
30分・牡丹園案内の実習
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

さか

井
い

清
き よ

美
み

さん☎（72）4244

県司法書士会総合相談センターの無料相談 日時　2月15日（木）　午後1時～4時　会場　中央公民館　予約・問い合わせ 　県司法書士会総合相談センター☎0120（81）5539　※月～金曜日（祝日を除く）の午前10時～午後0時30分、午後1時30分～4時

廃車と名義変更の手続きは
お済みですか？

自動車の登録・検査手続きは
お早めに！

市営住宅の入居者募集

漏水の早期発見にご協力を

平成30年度
須賀川ふるさとガイドの会会員

アリーナ60分プログラム（3月）

空港公園自然塾
「ツリーハウスをつくろう」参加者

各種募集くらし

時日時　場会場　対対象　定定員　内内容　申申し込み　締締め切り　Ｆファックス　 メール
他その他　問問い合わせ　￥料金  料金表示のないものは無料です。

※1月8日現在の市内各店舗の販売価格を取りまとめたものです。

ふくしま大卒等就職ガイダンス
時3月8日（木）　●事業所PRタイム
午前10時～11時40分　●各種就職
支援イベント　午前10時～11時50分
●合同企業説明会　午後1時～4時
場ビッグパレットふくしま（郡山市
南2丁目52）
対平成31年3月卒業予定の大学・短
期大学・高等専門学校・専修学校な
どの学生
参加企業　県内に就業場所があり、
採用計画のある企業300社（予定）
内企業ブースでの会社説明、ハロー
ワークなどによる職業相談や情報提供
他事前申し込みは不要です。参加企
業は、開催1週間前までに福島労働
局ホームページで公開します。
問福島労働局職業安定課
☎024（529）5396

須賀川地区就職ガイダンス
時3月22日（木）　午後1時30分～ 4時
場グランシア須賀川（市内池上町74）
対平成31年3月卒業予定の大学・短
期大学・高等専門学校・専修学校な
どの学生と3年以内の既卒者
参加企業　須賀川市、岩瀬郡、石川
郡内に就業拠点があり、採用計画の
ある企業30社（予定） 
内企業ブースでの会社説明、ハロー
ワークなどによる職業相談や職業興
味検査など
他事前申し込みは不要です。参加企
業は、2月中旬に市や関係機関のホー
ムページなどで公開します。
問商工労政課☎（88）9143
須賀川商工会議所☎（76）2124
ハローワーク須賀川☎（76）8609

須賀川アリーナの利用を再開！

お 知 ら せ

 
 

市道U字溝の蓋が損傷しています。

人口・世帯数
現住人口 30. 1. １現在（前月比）
人　口 76,540人（△41人）

　　　男 37,561人（△25人）
　　　女 38,979人（△16人）
世帯数 26,884世帯（+20世帯）

今月の納期　納期限2月28日（水）
●固定資産税 ４期分
●国民健康保険税（普通徴収） ８期分
●介護保険料（普通徴収） ８期分
●後期高齢者医療保険料（普通徴収） ７期分
今月の休日納税相談窓口開設
●日時　2月25日（日）午前９時～午後４時
●場所　収納課

生活ダイヤル
防災行政無線音声ガイドサービス☎（63）8330
休日夜間急病診療所☎（76）2980
福島県子ども救急電話相談 

　短縮ダイヤル ♯8000
 アナログ回線など ☎024（521）3790

救急病院 
　公立岩瀬病院 ☎（75）3111
　須賀川病院 ☎（75）2211
　池田記念病院 ☎（75）2165
須賀川消防署 ☎（76）3111
消防情報センター ☎（76）8181
児童虐待防止相談室☎（88）8115

「レポナウすかがわ」で
対応しました！

市民提案メール
市ホームページ「市長の部屋へようこそ」
に掲載の「市民提案メール」から送信

投稿

市道

対 市ホームページ

BEFORE AFTER

生活関連物資の価格動向（消費税込）

品　　　　目 平均価格
（円）

前月比
（％）

前年同月比
（％）

塩ざけ（外国産甘塩切り身 100g） 223 18.0 7.8
豚肉（国産ばら肉 100g） 243 6.6 △ 2.8
鶏肉（国産もも肉 100g） 129 2.4 -
じゃがいも（国内産 1㎏） 261 10.6 △ 26.1
玉ねぎ（国内産 1㎏） 218 7.4 △ 3.2
キャベツ（国内産 1㎏） 388 87.5 52.8
大根（国内産 1㎏） 264 33.4 42.0
鶏卵（Mパック 10個入り） 225 0.0 △ 5.9
白米（ひとめぼれ 5㎏） 2,049 0.4 10.3
合成洗剤（液体 詰め替え用 810ml） 236 8.3 -
灯油（白灯油 18ℓ〈店頭〉） 1,447 0.6 8.7
LPガス（家庭用 10m³使用） 7,620 0.2 9.3
レギュラーガソリン（１ℓ現金価格） 134 0.0 7.2

　前月調査に比べ、11品目が値上がりしました。

道路からの出水状況

入 居 者 を 募 集 す る 市 営 住 宅
●一般住宅
団地名 部屋

番号 家賃（円） 間取り 入居条件
（人数）

建設
年度 構造

山 ノ 坊 116 12,400～
24,100 3Ｋ 単身可 S51 簡易耐火

2階建て

松ヶ丘東 123
（2階）

18,100～
35,500 3ＬＤＫ 2人以上

S57

中層耐火
3階建て和 田 池 15

（3階） 29,800 S59

山 寺 北

6-11
（1階）

17,900～
35,200 2Ｋ 単身可 H12

1-22
（2階）

25,600～
50,300 3ＬＤＫ 2人以上

H11 高層耐火
9階建て

4-42
（4階）

26,000～
51,100 H15 中層耐火

6階建て
1-72
（7階）

28,100～
55,100 4ＬＤＫ 5人以上 H11 高層耐火

9階建て

●優先入居住宅（高齢者世帯、母子世帯、身体障がい者世帯）
松ヶ丘東 74

（1階）
17,300～

34,000 3ＬＤＫ
2人以上

S56 中層耐火
3階建て和 田 池 136

（1階）
18,600～

36,500 2ＬＤＫ H2

※駐車場は、建築住宅課にお問い合わせください。

不動産公売を実施します

就職ガイダンスを開催
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