
 ステップ運動（60分）
時11月15日（火）　午前10時～11時
場須賀川アリーナ　定30人
講師　小野すま子さん
申込期間　10月9日（日）～11月8日（火）
バレトン（90分）
時11月24日（木）　午後7時～8時30分
場須賀川アリーナ　定35人
内バレエを基にしたエクササイズ
講師　田中俊
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申込期間　10月9日（日）～11月17日（木）
ヨガ（60分）
時11月30日（水）　午後7時～8時
場須賀川アリーナ　定20人
講師　西間木恵理さん
申込期間　10月9日（日）～11月23日（水）

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）　￥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

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
アリーナ60分・90分プログラム
（11月）
 

小・中学校の入学通知書

　令和5年度に小・中・義務教育学
校（前期課程）へ入学する児童・生徒
に、入学する学校を指定した「入学
通知書」を10月上旬に送付します。

小学校・義務教育学校　平成28年4
月2日から平成29年4月1日までに生
まれた人
中学校　平成22年4月2日から平成
23年4月1日までに生まれた人
※義務教育学校（後期課程）は、中学
校入学ではなく、後期課程への進級
または転入学となるため、入学通知
書の発行はありません。

小学校・義務教育学校　郵送
中学校　現在通学している小学校か
ら配布
他▶やむを得ない事情により指定さ
れた学校を変更したいときは、入学
通知書をお持ちの上、学校教育課に
お越しください。
▶小学校・義務教育学校の入学予定
者には、就学時健康診断の案内も同
封しますので、必ず受診してください。
問学校教育課 （88）9168

送付方法

入学該当者

ウルトラなメニューコンテスト

時10月15日（土）～11月27日（日）
内市内の飲食店や小売店が、ウルト
ラマンシリーズのキャラクターを活
用した飲食物を開発・提供し、お客
さんが投票するコンテストです。期
間限定のウルトラなメニューを、こ
の機会にお楽しみください。
他1回の会計で500円以上の飲食や
購入をした人に、ノベルティグッズ
をプレゼントします。
※詳しくは「すかがわ市
M78光の町」ホームペー
ジをご覧ください。
問観光交流課 （88）9144

第14回市ファミリーバドミン
トン大会

時11月27日（日）　午前9時
場須賀川アリーナ
申申込用紙に必要事項を記入の上、
参加料を添えて次の場所に申し込み
▶生涯学習スポーツ課　月～金曜日

（午前8時30分～午後5時）
▶須賀川アリーナ　土・日曜日、祝日

（午前9時～午後5時）
締10月28日（金）
￥1チーム当たり1,500円
他種目など詳しくは、市
ホームページをご覧くだ
さい。
問生涯学習スポーツ課 （88）9174

ファミリー
バドミントン

特撮ワークショップ

時11月20日（日）　午前10時～11時
30分
場須賀川特撮アーカイブセンター
対市内在学の小学3～6年生（保護者
同伴で1組3人まで）　定20人
内イラストをアニメーションのよう
に動かすゾートロープの作製
申須賀川特撮アーカイブセンター
ホームページ内「かんたん申請・申
込システム」で申し込み（10月中旬
以降掲載）
申込期間　10月26日（ 水 ）～11月9
日（水）
問須賀川特撮アーカイブセンター
（94）5200

すかがわ市
M78光の町

　「地域の宝創造プロジェクト」事業
は、市内に残る「地域の宝」を生かし、
地域への誇りを育て、地域の魅力を
再発見する取り組みです。
　本年度は、長沼地域の「地域の宝」
を生かした活動を参加者の皆さんで
考え、実際に挑戦する予定です。現
在は、ワークショップを通してその準
備を進めています。ぜひ参加してみま
せんか。
時10月23日（日）・11月20日（日）・令
和5年1月29日（日）　午前10時～正午
問文化振興課 （94）2152

地域の宝創造プロジェクト事業
でまちづくりを！

水曜日・水

手のひらを上に向け、
左から右へ波をつくっ
て動かす

◦つながるコミュニケーション 76

初心者のための手話コーナー

（一社）福島県聴覚障害者協会
「ろう者との対話のために」より

戦没者等の遺族に対する
第十一回特別弔慰金
対令和2年4月1日において、恩給法
による公務扶助料や戦傷病者戦没者
遺族等援護法による遺族年金などを
受ける人（戦没者などの妻や父母な
ど）がいない戦没者の死亡当時の遺族
※遺族1人のみに支給
内額面25万円の記名国債（5年償還）
を支給
締令和5年3月31日（水）
　請求方法など詳しくは、社会福祉
課にお問い合わせください。
問社会福祉課 （88）8111
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子育て・イベント情報
すかがわサイクリング
～「二人の円谷」スポットを巡ろう～

時11月5日（土）
場須賀川アリーナ（スタート・ゴール）　
対市内在住または在勤の18歳以上

（高校生を除く）で、自転車損害賠償
責任保険に加入している人
定各コース5人
内▶ロングコース（約23km）　午前
8時30分～正午
▶ミドルコース（約11km）　午後1時
～4時
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　10月9日（日）～29日（土）
￥1,000円
講師　町島洋一さん
他自転車は持参してください。
問須賀川アリーナ （76）8111

1 0 月の 航 空 ダイヤ

国
　
内
　
線

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

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

第15回空のみちウォーク2022

時11月13日（日）
受付時間　午前9時～10時30分
※受け付け後に各自スタート
場緑のスポーツエリア（スタート・ゴール）
対県内在住の人
定500人
内6kmと12kmコースを歩きます。
さらに、お楽しみ抽選会もあります。
締11月7日（月）必着
￥大人（高校生以上）700円、子ども

（小・中学生）500円　
申・問福島空港公園事務所 （89）
1766

秋の図書館まつり「お楽しみ抽選会」
時10月1日（土）～11月9日（水）
対中学生以上
内本や雑誌の貸し出し冊数が5冊に
付き応募券を1枚配付（CD・DVDは
除く）。後日抽選を行い、当選者に
景品をお渡しします。
当選発表　11月中旬に館内に当選
者名を掲示（景品は直接手渡し）
おはなし会
時10月22日（土）　午前10時30分
内おはなしの会「あすなろ」と職員に
よる絵本の読み聞かせや紙芝居など
すくすくタイム
時11月9日（水）　午前10時30分
内絵本の読み聞かせやわらべうた、
手遊びなど
問長沼図書館 （67）2138

長沼図書館情報

おはなしのつどい
時10月22日（土）　午前10時30分
内絵本の読み聞かせ、手遊びなど
ちいさなおはなしのへや
時11月2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
秋の読書週間・お楽しみイベント
時10月27日（木）～11月27日（日）
内ポップを付けた本や絵本の「お楽し
み袋」の貸し出し
問岩瀬図書館 （65）3549

岩瀬図書館情報

対商談や販路開拓、セミナーなどで福島空港発着の国内
線を利用した、市内に事業所がある企業や自営業者
助成額　従業員1人当たり5,000円
※1回当たり4人まで。年間3回を上限
問観光交流課 （88）9145

みんなでフライト応援助成事業

ムシテック情報

「ムシテック祭り」開催！

開館21周年開館21周年

　開館を記念して今年もムシテック祭りを開催します。
ムシテック祭り開催中の2日間は、入館料が無料です。
この日だけの特別イベントも予定しています。ぜひご
家族でお越しください。
時11月5日（土）・6日（日）　
他事前予約は不要です
が、当日は先着順で整
理券が必要なプログラ
ムもありますので、詳
しくはお問い合せくだ
さい。 人気の「ゲンゴロウ占い」

祝

オクトーバー
ラン＆ウォーク

歩いて、走って、健康づくり
オクトーバー・ラン＆ウォーク2022

開館　午前9時
閉館　午後4時30分

（89）1120

　専用アプリを使用して、ウオーキングの歩数やランニングの距離などを様々
なランキング形式で競う、全国的なオンラインイベントです。コロナ禍でも運
動を継続し、楽しく健康づくりに取り組みましょう。
開催期間　10月31日（月）まで
申申込方法など詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問生涯学習スポーツ課 （88）9174

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、19 18令和4年10月1日令和4年10月1日


