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ムシテック情報

開館　午前9時
閉館　午後4時30分

☎（89）1120

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　 メール子育て・イベント情報 健康・福祉の情報

1 2月の航空ダイヤ

国
　
内
　
線

札 幌
（新千歳） 福島 9:35→札幌11:10 札幌15:05→福島16:40

大 阪
（伊丹）

福島 8:05→大阪 9:20 大阪 7:50→福島 8:55

福島12:55→大阪14:10 大阪11:20→福島12:25

福島17:15→大阪18:35 大阪16:50→福島17:55

福島18:25→大阪19:40 大阪19:20→福島20:25

問い合わせ　◦札幌・大阪（ANA）☎0570（029）222
　　　　　　◦大阪（IBEX）☎0570（057）489

※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

体幹トレーニング
時令和4年1月12日（水）　午後7時～
8時
講師　岡本優紀さん
申込期間　12月12日（日）～令和4年
1月5日（水）
体幹トレーニング
時令和4年1月18日（火）　午後7時～
8時
講師　大河原里美さん
申込期間　12月12日（日）～令和4年
1月10日（月）
エアロビクス
時令和4年1月26日（水）　午後7時～
8時
講師　矢吹千春さん
申込期間　12月12日（日）～令和4年
1月19日（水）

場須賀川アリーナ
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　￥200円
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（1月）

福田先生の「ミニ門松」
NEW!

時12月26日（日）・28日（火）
①10:00～11:30
②14:00～15:30
対小学校低学年以上向き（小
学生以下は保護者同伴）
内縁起の良い正月飾りであ
る「門松」を卓上サイズで作
ります。
申電話でお申し込みくださ
い。
￥1個500円（材料費）
※別途入館料が掛かります。 手作り門松で良いお年を

ヘルスアップクラス

時令和4年1月6日～2月24日（木曜日・
全8回）　午前10時～11時45分
場須賀川アリーナ　
対市内在住または在勤の50歳以上
の人　定15人
内健康な体を目指すための体操・筋
力トレーニング
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（電話予約不可）。
申込期間　12月10日（金）～26日（日）
￥1,000円
問須賀川アリーナ☎（76）8111

岩瀬図書館「クリスマスお話のつど
い」
時12月18日（土）
午前10時30分
内ハンドベルの演奏
や絵本の読み聞かせ、手遊びなど

図書館情報

移動図書館「うつみね号」巡回日程
巡回場所 時間 1月 2月 3月

大東小学校 10:10

12日（水） 2日（水） 2日（水）ワークセンター麦 10:50
柏城小学校 12:55
あおば町集会所 14:00
小塩江小・幼稚園 9:45

13日（木） 3日（木） 3日（木）大森小学校 12:50
田中バス停 13:50
西袋第二小学校 10:00 14日（金） 4日（金） 4日（金）須賀川卸センター 12:20
仁井田小学校 12:50

26日（水） 16日（水） 16日（水）向陽町東集会所 13:50
季の郷児童公園 14:40
第二保育所 10:30

27日（木） 17日（木） 17日（木）稲田学園 13:00
芹沢町ふれあいセンター 14:00
森宿区民館 14:55
白江小学校 10:10 19日（水） 24日（木） 9日（水）

※白方小13:10白方小学校 13:00
長沼東小学校 10:10 20日（木） 10日（木） 10日（木）長沼小学校 13:15

岩瀬図書館「お母さんと赤ちゃんの
ためのおはなしのへや」
時令和4年1月12日（水）　午前10時
30分
内絵本の読み聞かせ、わらべうた、
手遊びなど
問岩瀬図書館☎（65）3549

問中央図書館☎（75）3309

児童扶養手当

対市内在住の健康保険加入者で児童
（18歳に達する日以後の最初の3月
31日まで）およびその児童を養育し
ている配偶者のいない父または母
他所得が一定以上の人を除きます。
また、助成を受けるには登録が必要
です。詳しくは、こども課にお問い
合わせください。
申・問こども課☎（88）8114

ひとり親家庭医療費助成制度

対精神または身体（内部疾患を含む）
に中度または重度の障がいがある
20歳未満の児童を療育している人
※児童が施設に入所しているときや、
障がいを理由に公的年金を受けられ
るときは支給されません。
支給月額（1人当たり）
▶1級該当児童　52,500円
▶2級該当児童　34,970円
他所得に応じて支給制限などがあり
ますので、詳しくは社会福祉課にお
問い合わせください。
申・問社会福祉課☎（88）8112

特別児童扶養手当

空港公園自然塾～干支の寅を作る～
時令和4年1月15日（土）　午前10時～正午　
場緑のスポーツエリア「21世紀建設館」　定15人
内森の材料で干支の「寅」を作ります。　￥1,500円　
申・問福島空港公園事務所☎（89）1766

献血にご協力を 日時　12月5日（日）・26日（日）　午前10時～午後4時　 会場　イオンタウン須賀川（古河105）　☞健康づくり課☎（88）8123

　冬は急な気温の変化による病気や
凍った道路での事故などにより、救
急車の要請が増えます。冬特有の病
気やけがを防ぎ、救急資源を本当に
必要としている人がいつでも利用で
きる環境づくりにご協力ください。
低温やけど　暖房器具の近くに長時
間いたり、湯たんぽ、使い捨てカイ
ロ、ホットカーペットを利用したま
ま寝たりすることは避けましょう。
飲酒による事故　お酒
の飲み過ぎは転倒や入
浴中の事故につながり
ますので、十分注意しましょう。
問須賀川消防署☎（76）3196

病気やけがの未然防止で
救急資源の確保にご協力を

対次のいずれかに該当する児童（18
歳に達する日以後の最初の3月31日
まで※）を養育している人
※心身に一定の障がいがあるときは
20歳未満
▶父母が婚姻を解消
した
▶父や母が死亡した
▶父や母の生死が明らかでない
▶父や母が政令で定める程度の障が
いの状態にある　など
支給月額（全部支給のとき）
▶1人目　　　43,160円
▶2人目　　　10,190円
▶3人目以降　 6,110円
他所得に応じて支給制限などがあり
ますので、詳しくはこども課にお問
い合わせください。
申・問こども課☎（88）8114

生誕120年円谷英二展
時12月18日（土）～令和4年1月30日

（日）　午前10時～午後5時（最終入
場は午後4時30分まで）
※月曜日、12月28日（火）～令和4年
1月3日（月）・11日（火）は休館
場文化センター「小ホール」
内資料展示のほか、イギリスで新
たに発掘された円谷監督が撮影し
た幻の作品「かぐや姫」の一部を上
映
￥500円
※中学生以下・65歳以上・障がい
者で手帳を所持する人と介助者1人
は無料
問文化振興課☎（88）9172

場須賀川アリーナ「サブアリーナ」
対2回目の接種を完了し、8カ月を経過した18歳以上
の人
他接種券は、3回目の接種月の前月に順次発送します。

65歳以上の人はあらかじめ日時を指定します
　接種券がお手元に届いたら指定された日時を確認し
てください。指定の日時に接種できないときは、コー
ルセンターまたはインターネットで変更願います。
※64歳以下の人は、日時指定はありませんので、接種
券がお手元に届いてからインターネットやコールセン
ターで予約してください。

3回目の接種（追加接種）を行います3回目の接種（追加接種）を行います
新型コロナウイルスワクチン

市ホームページ
ワクチン情報

市公式LINE
アカウント

市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
　3回目の予約や接種日の変更は、接種券がお手元
に届いてからご連絡ください。
☎0120（567）455（フリーダイ
ヤル）
※受付時間：午前8時30分～午
後5時（土・日曜日、祝日、12月
29日~令和4年1月10日を除く）

☞健康づくり課☎（88）8122

19 18令和3年12月1日令和3年12月1日


