
9月9日は「救急の日」・9月5日～11日は「救急医療週間」
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内ムシテック周辺に生息する昆虫を捕まえて、スタッ
フと一緒に名前を調べます。開催時間など、詳しくは
ホームページをご確認ください（当日受付で整理券を
配布）。
※雨天時は昆虫観察(屋内)
他熱中症予防のため水筒や帽子などを持参してください。

ムシテック情報

「野原で虫探し」
8月のおすすめプログラム

開館　午前9時
閉館　午後4時30分

☎（89）1120

どんな虫がいるかな～？

全国一斉
「子どもの人権110番」強化週間
時8月27日（金）～9月2日（木）　午前
8時30分～午後7時
※土・日曜日は午前
10時～午後5時
内いじめや体罰、不
登校や親などによる虐待など、子ど
もが抱える人権問題の電話相談
相談員　人権擁護委員、法務局職員
相談専用電話　☎0120（007）110
他強化週間以外の日も相談できます

（土・日曜日、祝日を除く午前8時
30分～午後5時15分）。
問企画政策課☎（88）9131

震災復興アーカイブ写真展

時9月1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
問岩瀬図書館☎（65）3549

お母さんと赤ちゃんのための
おはなしのへや

対令和3年1月1日から令和4年3月
31日までの間に婚姻届を提出・受理
され、次の全ての要件を満たす夫婦
▶婚姻時の夫婦の年齢がいずれも39
歳以下
▶夫婦の合算した所得が400万円未満
※婚姻を機に離職したときや貸与型
奨学金を返済しているときは、お問
い合わせください。
▶申請時に夫婦の2人いずれもが市
内に住民登録している（ほかの公的
制度に基づく家賃補助などを受けて
いる人、過去にこの補助金の交付を
受けている人、市税を滞納している
人を除く）
支給対象　令和3年1月1日から令和
4年3月31日までに支払った経費で、
次のいずれかに該当するもの
▶婚姻を機に新たに住宅を取得した
費用または住宅賃貸借費用（敷金、
礼金、家賃など）
▶婚姻に伴う引っ
越し費用（引っ越
し業者または運送
業者への支払いに要する経費）
支給額　上限30万円
申請期限　令和4年3月31日（木）
問こども課☎（88）8114

新婚生活を応援します！
結婚新生活支援事業

　安易な救急車の呼び出しで出動回
数が増加し、重症な患者さんの所へ
到着するまでに時間が掛かってしま
うケースが発生しています。
　一人一人の大切な命を救うため、
救急車の適正利用にご協力をお願い
します。緊急かどうか迷ったときは、
病院照会や救急電話相談、全国版救
急受診アプリ「Q助」などをご利用ください。
病院照会　須賀川地方広域消防本部警防課☎（76）3111
福島県こども救急電話相談（午後7時～翌朝午前8時）
夜間に子どもの具合が悪くなり、相談したい時
▶短縮ダイヤル　♯8000
▶固定電話アナログ回線など　☎024（521）3790
問須賀川消防署☎（76）3196

救急車の適正利用にご協力を

戦没者の追悼と平和を祈る
「黙とう」を捧げましょう
　戦後76年を迎え、先の大戦で亡く
なられた人々や原爆により亡くなら
れた人々のご冥福と、世界恒久平和
を祈るため、市民の皆さんも「黙とう」
をお願いします。
「黙とう（1分間）」開始時間
▶広島市平和記念式典　8月6日（金）
午前8時15分
▶長崎市平和祈念式典　8月9日（月）
午前11時2分
▶全国戦没者追悼式 　8月15日（日）
正午（防災行政無線で放送）
問社会福祉課☎（88）8111

ステップ運動
時9月7日（火）　午前10時～11時
講師　小野すま子さん
申込期間　8月15日（日）～31日（火）
体幹トレーニング
時9月15日（水）　午後7時～8時
講師　岡本優紀さん
申込期間　8月15日（日）～9月8日（水）
エアロビクス
時9月22日（水）　午後7時～8時
講師　矢吹千春さん
申込期間　8月15日（日）～9月15日（水）

場須賀川アリーナ　￥200円
対市内在住または在勤、在学の15
歳以上の人（中学生を除く）　定30人
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

アリーナ60分プログラム（9月）

時9月22日～11月17日（水曜日・全
9回）　午前9時30分～午後3時(開催
日により異なる)
※第2回は9月28日（火）、第7回は11
月2日（火）に開催
場市役所2階「ウルトラ会議室」ほか
対地域で子育て支援をする有償ボラ
ンティアに関心のある人　定10人
内「保育の心」「身体の発育と病気」

「事故の予防・応急処置」など
￥2,000円（テキスト代）
申・問ファミリーサポートセンター
（須賀川市社会福祉協議会内）
☎（88）8211

ファミリーサポートセンター
育児サポート講習会

　低所得の子育て世帯の生活を支援
するため、給付金を支給します。
対次の全ての要件を満たす人
▶令和3年3月31日現在で、18歳未
満の児童（障害児の場合、20歳未満）
を養育する父母など
▶令和3年度住民税（均
等割）が非課税または
令和3年1月1日以降の
収入が急変し、住民税非課税相当の
収入となった人
▶ひとり親世帯として給付金を受け
取っていない人
支給額　児童1人当たり5万円
申請期限　令和4年2月28日（月）
申・問こども課☎（88）8114

子育て世帯生活支援特別給付金

　東京2020オリンピック・パラリ
ンピックの開催に合わせて、8月11
日の「山の日」が8月8日（日）に移動
し、8月9日（月）が振替休
日となります。
　祝日の移動による各施
設の休館日については、
市ホームページをご覧いただくか、
各施設にお問い合わせください。
問秘書広報課☎（88）9112

令和3年の「山の日」は
8月8日（日）です

祝日の変更
と休館情報

販売品目　バレイショ（きたあかり）、
タマネギ、ロースジンギスカン、特
上ラムジンギスカン
申申込用紙（長沼・岩瀬各市民サー
ビスセンター、各公民館に設置）を
長沼市民サービスセンターに提出　
締8月20日（金）
問長沼観光物産振興協会（長沼市民
サービスセンター内）☎（67）2111

北海道長沼町産品の予約販売会

時9月18日（土）　午前10時30分～
午後3時30分
場県農業総合センター
対新規就農に興味がある人
内就農支援情報、求人情報などを紹介
問県中農林事務所農業振興普及部
☎024（935）1310

ふくしま・ど・真ん中
就農促進フェア

　未曽有の大震災から今年で10年
が経過しました。今、私たちにでき
ること、それは震災を忘れず、この
教訓を未来につなげることです。
　当時を振り返り、未来に向けて防
災意識を高めましょう。
全体展
時9月2日（木）～13日（月）　午前9時
～午後10時
※日曜は午後8時まで
場tette1階「でんぜんホール」
地区展
時8月30日（月）～9月13日（月）　
午前8時30分～午後5時15分
場各公民館

内震災後10年間の写真展示など
問行政管理課☎（88）9120

令和3年度「市民よさこい・盆踊
り大会」は中止
　新型コロナウイルス感染症の拡大
防止と、皆さんの安全を最優先に考
え、今年度も開催を中止します。
問須賀川市観光物産振興協会（観光
交流課内）☎（88）9144

内ニュースポーツなどの教室を市内
各地区で開催
￥保険加入希望者は1回
100円
※詳しくはチラシまたは
スポーツ振興協会ホーム
ページをご覧ください。
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

8月の航空ダイヤ
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札 幌
（新千歳）

福島 9:35→札幌11:10
※2日～5日、17日～22日は運休 札幌13:05→福島14:25

福島14:55→札幌16:15 札幌15:00→福島16:30
※2日～5日、17日～22日は運休

大 阪
（伊丹）

福島 8:10→大阪 9:30
※1日～6日、17日～22日は運休

大阪 7:50→福島 9:00
※2日～5日、17日～22日は運休

福島12:55→大阪14:05 大阪11:20→福島12:25

福島17:10→大阪18:30
※2日～5日、17日～22日は運休 大阪16:50→福島17:55

福島18:25→大阪19:35 大阪19:20→福島20:30
※1日～5日、16日～22日は運休

問い合わせ　◦札幌・大阪（ANA）☎0570（029）222
　　　　　　◦札幌・大阪（IBEX）☎0120（686）009

※ダイヤは変更になることがあります。ご利用の際は、各航
空会社にお問い合わせください。

FUKUSHIMA AIRPORT情報

みどりの講座～苔
こけ

玉づくり～ 日時　9月17日（金）　午後1時30分　場所　緑のスポーツエリア 「21世紀建設館」　定員　15人　料金　1,500円　☞福島空港公園事務所☎（89）1766

時日時　場会場　対対象　定定員（抽選などの記載がないものは先着順）　内内容　申申込方法または申込先　　　　　　締締め切り　¥料金（表示のないものは無料）　他その他　問問い合わせ　 Fファクス　 メール

Ｑ助案内サイト

地区スポーツレク
リエーション教室
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