
ステップ運動(60分）
時6月14日（火）　午前10時～11時
講師　小野すま子さん
申込期間　5月15日（日）～6月7日（火）
エアロビクス(60分）
時6月15日（水）　午後7時～8時
講師　矢吹千春さん
申込期間　5月15日（日）～6月8日（水）
バレトン(90分）
時6月25日（土）　午前10時～11時
30分
講師　田中俊也さん
申込期間　5月15日（日）～6月18日（土）

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
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FUKUSHIMA AIRPORT情報

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。

5月の航空ダイヤ

時6月4日（土）・5日（日）
①10:00～11:30
②14:00～15:30
対幼児以上（保護者同伴）
内季節ごとに見られる虫の様
子を、観察や採集を通して学
びます。
講師　福島虫の会
定各回5グループ
申電話または館内受付でお申
し込みください。

初夏の虫を学ぼう
～第1回ムシの学校～

開館　午前9時
閉館　午後4時30分

☎（89）1120

須賀川アリーナ
スポーツカレッジ
時6月16日～10月27日の毎週木曜
日（全17回）　午前9時～11時30分
※8月11日・18日・25日は休み
場須賀川アリーナ　ほか
対市内在住または在勤の60歳以上80
歳以下で初めて参加する人　定30人
内ニュースポーツの体験講座
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　5月8日（日）～6月9日（木）
¥2,000円
問須賀川アリーナ☎（76）8111

時5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、手遊びなど
テーマ　「すきすきだいすき！」
問岩瀬図書館☎（65）3549

お話のつどい

対市内に事業所がある企業や自営業者などが、商談、販
路開拓、展示会、セミナーなどで、福島空港発着の国内
定期便または国内チャーター便を利用するとき
助成額　従業員1人当たり5,000円
※1回4人まで、年間3回を限度
問観光交流課☎（88）9145

ムシテック情報
みんなでフライト応援助成金

アリーナ60分・90分プログラム
（6月）

国
　
内
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札 幌
（新千歳） 福島 9:30→札幌11:05 札幌15:05→福島16:35

大 阪
（伊丹）

福島 8:05→大阪 9:25 大阪 7:50→福島 9:00

福島12:55→大阪14:05 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19:35 大阪19:15→福島20:25

対市内在住または在学の高校1・2年生
定20人　
申QRコードを読み込み、メールでお申し込みください。
締5月20日（金）　
◦研修内容

開催日時 会場 内容 講師

6月3日（金）
17:30～19:30

tette
「たいまつホール」
「ルーム4-2」

開講式
アイスブレイク

シニアリーダーズクラブOB

6月15日（水）
17:30～19:30

tette
「ルーム5-1」

ボランティアとは
アートバルーン体験 
 （技術研修）

生涯学習スポーツ課
シニアリーダーズクラブ

7月1３日（水）
17:30～19:30

tette
「ルーム5-1」

防災研修
応急手当研修

防災士
生涯学習スポーツ課

7月28（木）
17:30～19:30

tette
「ルーム1-1」
「たいまつホール」

危険予知トレーニング 
野外活動事前説明

ボーイスカウト

8月3日（水）
9:00～17:00

市民の森
野外活動実技研修
レクリエーション
 （練習）

ボーイスカウト
シニアリーダーズクラブ

8月25日（木）
17:30～19:30

tette
「たいまつホール」
「ルーム1-1」

発表・レクリエーション
閉講式

シニアリーダーズクラブOB

問生涯学習スポーツ課☎（88）9171　
s-gakushu@city.sukagawa.lg.jp

問須賀川特撮アーカイブセンター☎（94）5200

特撮の魅力と楽しさを体験しよう！

すかがわ特撮塾
～第二の円谷英二監督をこの地から～
　特撮に親しみ、特撮映像を制作する「すかがわ特撮塾」
を開講します。
時6月～令和5年1月（月1～2回・全10回）
場須賀川特撮アーカイブセンター　ほか
対市内在住または在学の中学・高校生
定15人
内特撮映像の制作方法を学び、実際に簡単な特撮動画
を制作します。
講師　第一線で活躍中の映像制作者や特撮関係者

スマホでかんたんに特撮体験！
～切り抜いた人物写真で合成シーンをつくる～
6月5日(日)
スマホでかんたんに特撮体験！
～セロファンで海の大海原を再現～
9月11日(日)
映画・アニメーションのきほん～ゾートロープ制作体験～
11月20日(日)
「ウルトラマン切り紙」ポップアップカードを作ろう
令和5年1月22日(日)　

須賀川特撮
アーカイブセンター
公式ホームページ

　須賀川特撮アーカイブセンターでは、特撮作品の貴重な実物資料を収蔵し、それらの
見学やワークショップなどを通して、特撮の魅力を伝えています。詳しくは、アーカイ
ブセンターホームページやTwitter、市公式LINE、募集チラシなどでお知らせします。 須賀川特撮

アーカイブセンター
公式 Twitter

スポーツターフで遊ぼう

時5月29日(日)　午前10時～正午
場緑のスポーツエリア「多目的運動
場」　定30人　内天然芝の上でス
ポーツ鬼ごっこを体験
講師　須賀川市スポーツ鬼ごっこ愛
好会　 ¥300円
申・問福島空港公園事務所
☎（89）1766

国民生活基礎調査が行われます
　国民の保健、医療、福祉、年金、所
得などの状況を世帯面から総合的に判
断し、少子高齢化対策などに役立てます。
基準日　6月2日（木）、7月14日（木）
※身分証を携帯した調査員が、対象の
世帯に、それぞれ5月上旬からと6月下
旬から伺います。個人情報は厳守しま
すので、調査にご協力をお願いします。
問い合わせ　県中保健福祉事務所
☎（75）7800
問社会福祉課☎（88）8111

第51回交通安全鼓笛パレード

時5月18日(水)　午後2時30分（開会
式：午後2時）
場第二小・松明通り
参加校　市内小学校・義務教育学校

（12校が参加予定）
※雨天時は5月19日（木）に延期
問学校教育課☎（88）9168

時6月12日（日）　
午後3時(開場：
午後2時）
場文化センター

「大ホール」
入場券　前売券
SS席：7,000円、
S席：6,000円、
A席：5,000円
※当日券は500円増
他入場券は文化センターほか各プレイ
ガイドで販売中
※新型コロナウイルス感染症対策を取
りながら開催します。
問文化センター☎（76）7777

選挙事務のアルバイト募集

対18歳からおおむね60歳までの市内
在住の人で、指定された投開票所へ通
勤可能な人（高校生を除く）
勤務時間・謝礼（税引き後）
▶投票事務　投票日の午前6時30分～
午後6時30分・12,000円/1日
▶開票事務　午後7時30分～開票作業
終了まで（約2時間）・2,000円/1回
※謝礼には事前打ち合わせなどの業務
も含まれ、交通費は自己負担となります。
申「申込み・登録カード」（選挙管理
委員会事務局と各公民館に設置また
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、選挙管理委
員会事務局にお申し込みください。
※選挙ごとに勤務の可否を確認しま
す（登録者多数のときは依頼しない
こともあります）。
問選挙管理委員会事務局☎（88）9163

清塚信也withNHK交響楽団メンバー
～カラフルミュージックツアー～

チケット好評販売中

©Kunito Watanabe

ホシベッコウカギバ

イラガの幼虫

申し込み用
メールフォーム

ワークショップ

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

19 18令和4年5月1日令和4年5月1日

イベント情報 イベント情報

市役所でパスポートの申請・交付ができます 市民課パスポート窓口で、 パスポートの申請・交付手続きを受け付けています。　☞市民課☎（88）9134


