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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

SUSキッズプログラミング
体験教室

S
エスユーエス

US株式会社による特別講座

空港公園自然塾～干支の兎を作る～ 日時　令和5年1月14日（土）　午前10時～正午　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　※事前申込　☞福島空港公園事務所 （89）1766

体幹トレーニング（60分）
時令和5年1月11日（水）　午後7時～8時
場須賀川アリーナ　定35人
講師　岡本優紀さん
申込期間　12月11日（日）～27日（火）　
￥200円
ステップ運動（60分）
時令和5年1月17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　12月11日（日）～令和5年
1月9日（月） 　￥200円
ボルダリング（90分）
時令和5年1月28日（土）　午前9時～
10時30分
場ボルダリングジム「ヴァラップ」
定15人　
講師　武田和也さん
申込期間　12月11日

（日）～令和5年1月21
日（土）　￥800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）
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・90分プログラム
（1月）

巡回場所 時間 1月 2月 3月
西袋第二小学校 10:00

11日（水） 1日（水） 1日（水）
仁井田小学校 12:50
向陽町東集会所 14:00
季の郷児童公園 14:50
第二保育所 10:00

26日（木） 16日（木） 16日（木）
須賀川卸センター 12:15
芹沢町ふれあいセンター 13:10
森宿区民館 13:50
柏城保育園   9:50

13日（金） 10日（金） 3日（金）
大森小学校 12:55
田中バス停 13:45
あおば町集会所 15:15
柏城小学校 10:05 18日（水）

大東小
20日（金）

8日（水）
8日（水）
大東小
17日（金）

大東小学校 12:50
ワークセンター麦 13:50
小塩江小・幼稚園   9:45

25日（水） 15日（水）
6日（月）

稲田学園 13:00 15日（水）
白江小学校 10:10

12日（木） 2日（木） 2日（木）
白方小学校 13:00
長沼東小学校 10:10

19日（木） 9日（木） 9日（木）
長沼小学校 13:15

 クリスマスおはなしのつどい
時12月17日（土）　
午前10時30分
内ハンドベルの演奏
や影絵など

 ちいさなおはなしのへや
時令和5年1月11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

図書館情報

岩瀬図書館

移動図書館「うつみね号」巡回日程

時12月24日（土）　午後2時(開場：
午後1時）
場文化センター「大ホール」
出演　A

ア リ ア ケ

LIAKE（小湊昭
あき

尚
ひさ

さんによる
尺八ほか）
入場料
▶大人　前売
券1,000円、
当日券1,200
円
▶子ども（小・中学生）　500円（予
約した人のみ当日券を販売します。）
※未就学児は入場不可
販売場所　各公民館、文化センター
他前売り券が完売したときは、当日
券の販売はありません。
問仁井田公民館 （88）1005

第20回仁井田地域づくり事業
「すまいる音楽館」 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
られるときを除きます。
支給月額（1人当たり）
▶1級該当児童　52,400円
▶2級該当児童　34,900円
※所得に応じて支給制限などがあり
ます。
申・問社会福祉課 （88）8112

特別児童扶養手当

　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
急車の出動が多くなります。本当に
必要な人が救急車を利用できるよう
にしましょう。
感染予防を忘れずに　外出時はマス
クを着用し、こまめな手洗い・うが
い、手指の消毒を行い、人混みや三
密空間への出入りは控えましょう。
ヒートショックの予防を　急激な温
度変化は、脳梗塞や心筋梗塞などの
病気を引き起こす可能性があります。
家の中でも、暖房の効いた部屋から

「浴室」「脱衣所」「トイレ」などの寒い場
所へ移動するときは注意が必要です。
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

第35回新春バレーボール大会

時令和5年1月15日（日）　午前9時
場須賀川アリーナ
内男女別の家庭バレーボール
申▶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　
※午前8時30分～午後
5時
締12月16日（金）　
￥1,500円　
問生涯学習スポーツ課 （88）9174

新春バレーボール大会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。

1 2 月の 航 空 ダイヤ

国
　
内
　
線

札 幌
（新千歳） 福島 9:25→札幌11:00 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13:05→大阪14:20 大阪11:30→福島12:35

福島17:15→大阪18:40 大阪16:45→福島17:50

福島18:20→大阪19:35 大阪19:15→福島20:20

時令和5年1月22日（日）　午前10時～11時45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　定20人程度　※事前申込
内ウルトラマンやウルトラ怪獣のポップアップカード作成
　詳しくは、アーカイブセンターホームページをご覧ください。
問須賀川特撮アーカイブセンター （94）5200

切り紙ワークショップ

問中央図書館 （75）3309

時令和5年1月28日（土）
①9:30　②11:00
③13:00　④14:40　
※各回50分
対小学5年生以上向け（小学
生は保護者同伴）
定各回8組　
内SUS㈱の工場でも使われている「SiOコントローラ

（スイッチなどの入力機器とランプなどの出力機器を接
続して使用する制御機器）」で、プログラミングを体験
してみよう！初めての人でも、マウスの操作とキーボー
ドの数字入力で簡単にプログラミングができます。
申12月15日（木）午前9時から、電話で予約開始

　新型コロナウイルス感染症は、過去2年のいずれも年末年始に感染が拡大して
おり、現在、県内でも感染が再拡大しています。これまで同様、気を緩めるこ
となく、一人ひとりが基本的な感染対策に努めましょう。

感染対策の徹底を！感染対策の徹底を！新型コロナウイルス感染症

市ホームページ
ワクチン情報

市公式LINE
アカウント

感染対策を継続しましょう
▶毎日体温を測る、規則正しい生活をするなど健康管
理をしましょう。
▶「マスクの着用」や「手洗い」、「3密（密接・密集・密閉）
を避ける」、「換気」など基本的な感染対策をしましょう。
▶家庭内での感染対策を考えておきましょう。
新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談窓口

0120（567）177　FAX024（521）7926
▶平日　午前8時30分～午後9時　
▶土・日曜日、祝日　午前8時30分～午後5時15分

オミクロン株対応2価ワクチンを接種しましょう
会場　
▶集団接種　須賀川アリーナ2階「サブアリーナ」
▶個別接種　各医療機関
対象者　2回以上のワクチン接種を終えた12歳以上
の人で、最後の接種から3カ月を経過した人
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

☞健康づくり課 （88）8122

児童扶養手当
対次のいずれかに該当する児童を養
育している人
▶父母が婚姻を解消した
▶父や母が死亡した
▶父や母が政令で定める程度の障が
いの状態にある　など
※対象児童の年齢は、18歳に達す
る日以後の最初の3月31日以前であ
ること（心身に一定の障がいがある
ときは20歳未満）。
支給月額（全部支給のとき）
▶1人目　43,070円
▶2人目　10,170円
▶3人目以降　6,100円
ひとり親医療費助成制度
対ひとり親家庭の児童およびその児
童を養育している父または母で、市
内在住の健康保険加入者
※対象児童の年齢は18歳に達する
日以後の最初の3月31日以前である
こと。
助成額　1カ月ごとの自己負担額を
合算して1,000円を越えた額

※申請者や同居家族の所得に応じて
支給制限などがあります。
他受給中で状況が変わったとき（転
居・転出・婚姻など）は、手続きが
必要です。
申・問こども課 （88）8114

ひとり親家庭への支援

15 14令和4年12月1日令和4年12月1日


