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
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。

18歳からの投票立会人・
選挙広報アナウンサーを募集

東京須賀川会の会員

各種募集

毎年4月に東京都内で総会を開き、
近況報告や須賀川の思い出話などで
交流を深めています。また
「広報すか

平成29年度市消費生活モニター
内▶生活関連物資価格動向調査 市
内店舗の価格動向を調査します。そ
の結果は
「広報すかがわ」
に掲載しま
す
（16ページの表を参照）
。
▶会議
（年4回）
・研修
（年1回）
、す
かがわ産業フェスティバル出展への
協力
対市内在住の20歳以上の人
（すでに
市の審議会などの公募委員になって
いる人や市税などを滞納している人
は応募できません） 定20人
任期 4月1日〜平成30年3月31日
（1年間）
報酬 年額1万2千円（年度途中に解
職したときは月割り）
申住所、氏名、電話番号、職業、生
年月日、性別を記載の上、〒9628601（住所記載不要）市役所生活
課宛郵送、またはＦ
（73）
4160、

がわ」
を毎月お送りしています。
対市にゆかりのある人で、東京都内、ま
たはその近県に居住・勤務している人
問観光交流課（卸町仮庁舎）
☎（88）9145
東京須賀川会副会長

阿部昭壽さん

☎047
（125）
5485

「たけのこ園」の児童
対心身の発達に遅れや心配のある小
学校就学前の児童
保育時間 月〜金曜日 午前9時〜午

senkyo@city.sukagawa.
fukushima.jpでお申し込みください
（電話申し込み可）
。

後2時（午前8時30分〜午前9時、午後
2時〜午後5時の預かりも可能）

問選挙管理委員会事務局
（岩瀬市民
サービスセンター内）
☎
（65）
2483

締1月27日
（金） ※定員になり次第
締め切り
問生活課
（仮設庁舎）
☎（88）
9128

￥市内在住の人は無料（それ以外は、
利用料金の1割を負担）
申・問たけのこ園☎（72）2238

対市内に移住後1年以内で、求職活
動の一環として、民間の資格取得講
座やハローワークの職業訓練などを
修了した人や、市外で就職面接会な
どの求人活動を行った市内事業者
詳しくは表のとおりです。
問商工労政課☎
（88）9143

▶選挙広報アナウンサー 市長選挙
と市議会議員選挙の際に、選挙広報
用アナウンスの吹き込みをお願いし
申住所、氏名、生年月日、電話番号
を記載の上、Ｆ
（65）
2190、または

seikatu@city.sukagawa.
fukushima.jpでお申し込みくださ
い
（電話申し込み可）
。

移住者の資格取得費や事業者の求
人活動費などの一部を補助します。

対市内在住の18歳から29歳までの
選挙権がある人
登録と選任
▶投票立会人 申し込みにより登録
し、選挙の際ご都合を確認して、各
期日前投票所の立会人を選任します
（1日9,500円の報酬）
。

ます
（報酬はありません）
。

指導
（療育）内容
▶日常の基本的な生活習慣を身に付
けます。
▶小集団での活動を経験し、集団に
参加する力を育てます。
▶臨床心理士や音楽療法士による指
導も行います。

ふるさとすかがわ回帰支援事業

メール

プロフェッショナルシニア
就職面接会を開催
対概ね55歳以上の一般求職者
時2月8日（水） 午後1時〜 4時

お知らせ
第30回ラバーバレーボール大会
in須賀川
時3月5日（日） 午前8時45分
場須賀川アリーナ
チーム編成 男女混合6人（選手登録
は12人以内とし、試合中は常時2人
以内の男子をコート内に入れること）
対ラバーバレーボール愛好者（学生
も可）
申1月31日（火）までに参加料1,500
円を添えてお申し込みください。
▶月〜金曜日 生涯学習スポーツ課
▶土・日曜日、祝日 須賀川アリーナ
問生涯学習スポーツ課（卸町仮庁舎）
☎（88）9174

第56回 新 春 書 道 展
1月7日（土）の席書大会で、市
内の小・中学生約200人が書き上
げた作品を展示します。
時1月21日（土）・22日（日）
午前9時〜午後5時 場中央公民館
問市子ども会育成連絡協議会事務
局（生涯学習スポーツ課）
☎（88）
9173

場グランシア須賀川（市内池上町74）
内▶セミナー（午後1時〜 2時15分）
シニア世代における職業生活設計〜
ライフ・ロール（人生の役割）・プラ
ンを考える〜
▶面接会（午後2時15分〜 4時）
参加企業 須賀川市、岩瀬郡、石川
郡内を就業場所とする求人事業所
10社
（予定）

ひとり親家庭の医療費を助成します

他会場の都合上、ハローワーク窓口
へ事前申し込みをお願いします。

当する人）

市外で就職面接会などの
求人活動を
求人活動 求人活動で要した経費等
事業者 実施した年
費など
の3分の2以内の額
（上限
度
5万円）

問商工労政課（卸町仮庁舎）
☎（88）
9143
ハローワーク須賀川☎（76）8609

ある人

※毎年度、それぞれ1回を限度。

須賀川商工会議所☎（76）
2124

対象者

対象期間

市内に住所
移住者 を移した日
の前後1年

費用の
種類

補助率

受講費用

受講費用の3分の2以内
の額
（上限7万円）

ハローワークの職業訓練
資料代 での資料代の2分の1以
内の額
（上限2万円）

医療費の一部を助成し、健康と福
祉の増進を図る制度です。
対市内在住の健康保険加入者で、次
に該当する人
▶ひとり親家庭の父または母
▶ひとり親家庭の父または母に扶養
されている児童
（次のいずれかに該
18歳未満の人、およ

び18歳に達した月の末日までの間に
18歳に達した日に学校教

育法に規定する学校等に在籍してい
る場合は、その日以後の最初の3月
31日までの間にある人
※所得・支給制限があります。
申・問こども課
（須賀川アリーナ内）
☎
（88）8114

■『

図書特別整理による休館日

第９回ＪＡ夢みなみ
すかがわ岩瀬女性部
ふれあい交流会

月 日

1月29日
（日）

時 間

場

所

11：30〜
市文化センター
12：30

イベント開催時間内のどこかで出演するボー！
※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になることなどがあります。
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「県民手帳」と「県勢要覧」の販売期限は１月31日(火)までです

定価(税込み)・販売場所▶県民手帳 500円・企画財政課(仮設庁舎)、市民課

子ども読み聞かせ会(市図書館)
時1月14日(土)・28日（土）
午後2時 場市図書館
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

却は返本ポストにお願いします。

おひざにだっこのおはなし広場(市
図書館)

休館日
▶市図書館
日（金）

2月27日
（月）〜 3月3

▶長沼図書館

2月10日（金）〜 18

日（土）
▶岩瀬図書館 2月1日（水）〜 6日（月）
問市 図 書 館☎
（75）3309
長沼図書館☎（67）2138
岩瀬図書館☎（65）3549
（公財）福島県文化振興財団助成事業
平成29年度実施事業を募集
対象事業
▶4月1日
（土）
から9月30日
（土）
までに
行う事業
成果発表事業、発表会な
どへの参加事業、文化団体への事業費、
特認事業
芸術文化や伝統芸能に関
する事業、伝統文化の保存・継承のため
に行うソフト事業、所有する伝統芸能の
用具などの新調・修理事業
（被災者文化
活動支援事業：対象は東日本大震災、ま
たは原子力災害で被災した県民と文化
団体）
▶4月1日
（土）
から平成30年3月31日
（土）
までに行う事業
文化振興によ
る地域づくり事業、伝統文化の保存・継
承・発展事業、文化財の保護・保全のた
めの事業
対 県内に住所、または活動の本拠地を
有する文化団体など
助成額 助成対象経費の3分の1、2分
の1、3分の2以内のいずれかの額
（対象
事業の区分による）
（火）
までに所定の申請書に
申 2月21日
記入の上、必要書類を添えて文化振興
課に提出してください。
※平成29年度から申請期間、対象者など
に変更がありますので、ご確認ください。
（卸町仮庁舎）
問文化振興課
☎
（88）
9172

防犯灯が故障していたらご連絡を

関係団体
ＪＡ夢みなみ
すかがわ岩瀬
女性部事務局
☎(76)7125

読み聞かせ会

蔵書の点検・整理作業などのため
休館します。なお、休館中の本の返

』 イベント出演予定情報（１月・2月上旬）

イベント名
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図書館

暗くなっても点灯しない防犯灯を見掛けたら、ご
連絡ください。
その際、電柱などに付いている防犯灯のプレー
ト番号
（ナンバー）
と目印になる場所などをお知らせ
ください。
問生活課☎（88）
9128

防犯灯のプレート番号

時1月17日(火)

午前11時

場東公民館 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
新春「冬のスペシャルおはなし会」
（長沼図書館）
時1月28日（土） ※会場によって時
間が異なります。
▶長沼東部コミュニティセンター
午前10時
▶長沼図書館 午後1時30分
内おはなしの会「あすなろ」と職員に
よるお話しや紙芝居など
すくすくタイム(長沼図書館)
時1月11日（水） 午前10時30分
場長沼図書館 内絵本の読み聞かせ
やわらべ唄、手遊びなど
お話のつどい(岩瀬図書館)
時1月21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
お母さんと赤ちゃんのためのお話の
へや(岩瀬図書館)
時1月11日（ 水 ）・2月15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唄、手
遊びなど
問市 図 書 館☎（75）3309
長沼図書館☎（67）2138
岩瀬図書館☎（65）3549
あなたのおうちは大丈夫？
住宅用火災警報器の維持管理
平成18年に新築住宅への住宅用火
災警報器の設置が義務となってから
10年以上経過しています。警報機の
電池の寿命は10年が目安とされてお
り、万が一の際に正常に作動するよ
う定期的に作動確認をしましょう。
確認方法 点検ボタンを押し（点検ひ
もを引き）正常な警報音が鳴るか確認
問
（一社）
日本火災報知器工業会
☎0120
（565）
911

(文化センター内)▶県勢要覧 1,500円・企画財政課※土・日曜日、祝日を除く(在庫がなくなり次第終了)。☞企画財政課☎(88)9113
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