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　歩き方の基本、正しい歩き方を身に着け、
楽しく健康づくりを始めましょう。友人やご
家族をお誘い合わせのうえ、ぜひご参加くだ
さい。
▶日　時　11月12日㈬ 午前10時～11時30分
　　　　　受付　午前９時30分～
▶場　所　保健福祉センター
▶講　師　日本ウォーキング協会公認ウォーキング主任指導員
　　　　　鈴木光代先生
▶内　容　ミニ講話、実技
▶対　象　40歳以上の方
▶申込期限　11月10日㈪（当日参加も可）
▶お問い合わせ・お申し込み
　健康福祉課　高齢者係　☎33-7801

　国内の男子ホッケートップチームが集ま
り、熱い戦いを展開します。
▶日　　時　平成26年10月25日㈯、26日㈰
▶会　　場　ルネサンス棚倉多目的広場
▶そ の 他　福島県民は観戦無料
▶日　　程

　
　11:00～　立命館大学ホリーズ vs 法政大学
　12:40～　天理大学ベアーズ vs 小矢部RED OX
　14:20～　岐阜朝日クラブ vs Selrio 島根

　10:00～　ALDER 飯能 vs Selrio 島根
　11:40～　名古屋フラーテルホッケーチーム
　　　　　 vs 山梨学院 OCTOBER EAGLES
　13:20～　福井クラブ vs 東京農業大学

▶お問い合わせ
　総合体育館　☎33-3160

ウォーキング教室を開催

復興応援！東北初！

男子ホッケー日本リーグ開催!!　福島県知事選挙は10月９日告示、10月26
日投票です。この選挙は、今後の県政を託す
私たちの代表を選ぶ大切な選挙です。私たち
の声を反映させるために棄権しないで投票し
ましょう。

▶投 票 日　10月26日㈰
▶投票時間　午前７時～午後６時まで

　投票日当日に、次のような理由で投票所へ
行けない方は、期日前投票ができます。
①選挙人が職務・業務に従事するとき。（仕事や親
族の冠婚葬祭など）

②選挙人が投票区の区域外に旅行・滞在するとき。
（買い物やレジャー等の理由でも投票が可能で
す。）

③選挙人が病気・負傷・妊娠・高齢などのため歩く
ことが困難なとき。
▶期　　間　10月10日㈮～10月25日㈯まで
　　　　　　（土・日曜日も投票できます。）
▶時　　間　午前８時30分～午後８時まで
▶場　　所　棚倉町役場２階　第４会議室
　　　　　　（土・日曜日は役場１階ロビー）
▶持参するもの　入場券
▶お問い合わせ
　棚倉町選挙管理委員会　☎33－2111

10月26日㈰は福島県知事選挙の投票日です

期 日 前 投 票
10月25日㈯

10月26日㈰

　11月10日㈪から11月25日㈫の期間、蔵書
点検のため図書室を臨時休館いたします。皆
様には大変ご迷惑をおかけしますがご理解・
ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
　休館期間中の本の返却につきましては、返
却ポストをご利用ください。
　会議室等は通常通り利用できます。

▶お問い合わせ
　棚倉町立図書館　☎33-4342

図書室の臨時休館について
棚倉町立図書館
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　スポーツで東北・全国大会等へ出場する個
人及び団体への激励金を交付します。該当
する方は、交付申請書を提出してください。
（申請書が提出されなかった場合は交付され
ませんので、該当する方は忘れずに申請して
ください）なお、出場する大会の要項等の提
出が必要です。

▶対 象 者
　町内に住所を有している児童・生徒・学
生の団体及び個人。ただし、国民体育大会
及び国際大会に限り町内に住所を有する者
及び町内出身者も該当します。
▶該当大会
　日本体育協会加盟団体及びその下部組
織が主催又は共催する東北・全国大会等。
（予選の無い大会出場は該当しません。）
▶お問い合わせ　総合体育館　☎33-3160

　11月３日（月・祝）に開催される「城下町
棚倉わくわくフェスタ2014」に併せて、文
化センタープラネタリウムを無料開放します。
お気軽にお越しください。

▶上映時間
　午前の部　10時～12時
　午後の部　１時～３時
▶お問い合わせ
　文化センター(倉美館)　☎33-0111

１番組（10～25分）
ごとに休憩を設けま
す。番組開始ごとの
入場となります。

11月３日 プラネタリウムを無料開放

スポーツ大会出場選手激励金を交付します

総合体育館 赤館公園 14区コミュニティセンター
10/1 0.16/0.20 10/1 0.15/0.16 10/1 0.18/0.23
花園集会所 中豊駅前 金沢内野球場

10/1 0.13/0.14 10/1 0.13/0.12 10/1 0.22/0.23
板橋集会所 一色集会所 堤集会所

10/1 0.14/0.17 10/1 0.22/0.36 10/1 0.14/0.20
小菅生集会所 富岡・三森線 瀬ヶ野入口 小爪・祝部内集会所

10/1 0.20/0.23 10/1 0.18/0.20 10/1 0.16/0.18
山際集会所 下大梅集会所 漆草集会所

10/1 0.16/0.19 10/1 0.14/0.12 10/1 0.15/0.17
八槻第 4集会所 中山本集会所 山本不動尊駐車場
10/1 0.13/0.17 10/1 0.14/0.15 10/1 0.18/0.28
双ノ平屯所 下流集会所 山田集会所

10/1 0.09/0.11 10/1 0.12/0.14 10/1 0.10/0.10
※左 : 地上１ｍ /右 : 地上 10cmでの測定値（単位 : μＳｖ/ｈ）
▶お問い合わせ　住民課　☎ 33-2116

町内放射線測定値を報告します
民 生 委 員 弁 護 士

開 催 日 10日㈪ 20日㈭
時 間 午前９時～正午 午前10時30分～午後３時
場 所 保健福祉センター　相談室
お問い合わせ 町社会福祉協議会　☎33-2623

　10月１日から、軽自動車検査協会コールセ
ンターが開設され、各種手続き問い合わせの
電話番号が変更になりました。今後は、各事
務所・支所等へのお電話はコールセンターで
の一括対応となり、福島事務所いわき支所の
旧電話番号は使用できなくなりますのでご注
意ください。

▶軽自動車検査協会コールセンター
　☎050-3816-1838　Fax0246-72-1426
　対 応 日　月～金曜日(祝日、12/29～1/3を除く)
　対応時間　午前８時30分～午後５時

電話番号が変更になりました

軽自動車検査協会福島事務所いわき支所

11月の各種相談のご案内
心配ごと相談

開 催 日 19日㈬　※予約制
時 間 午後１時30分～３時
場 所 県南保健福祉事務所

お問い合わせ・
お申し込み

県南保健福祉事務所
障がい者支援チーム
☎0248-22-5649

心の健康相談

○県民手帳［各500円］
　・横罫版（黒色）
　・カレンダー版（水色）
　使いやすい月間予定表、最新の統計資料、
　役立つ便覧等
○県勢要覧［1,500円］
　県勢全般がわかる総合統計書
※引渡しは11月上旬から、企画情報課窓口で
の代金引換となります。

▶お問い合わせ・お申し込み
　企画情報課
　情報管理係
　☎33-2112

2015年版県民手帳など予約受付中



３．申し込み 希望される方は電話でお申し込みください。（今年の６月・７月に検診を受けた方は受診できません。）
◆お申込みのあった方へ受診録等を送付いたします。５月に送付された受診録がある方は、
そのままご使用ください。
◆国保以外の方で特定健診を受診される方は、検診当日に自分の加入している健康保険者
が発行した「特定健康診査受診券」「保険証」と町が送付した「受診録」「確認表」を
必ずご持参ください。

ら 版せ知おお（3）26.10.15

１．検診日時及び会場

毎年６・７月に実施している上記健（検）診を受診されなかった方を対象に、追加検診を実施します。
年に１回は健診を受け、自分の健康管理につとめましょう。

２．実施検診項目及び料金

塙厚生病院でも健（検）診が受けられます

※対象年齢は、平成27年３月31日現在の年齢です。ただし、今年度75歳になる方は検診当日の年齢が基準となります。
※70～74歳の方・25年度町県民税非課税の方は無料

▶お問い合わせ・お申し込み　健康福祉課　健康づくり係（棚倉町保健福祉センター内）☎33-7801

健　　診　　日 受　付　時　間 会　　　場
平成26年11月16日㈰ 午前７時30分～９時30分 保健福祉センター（検診室）

検 診 項 目 対　　　　象　　　　者 料　　　金

特 定 健 康 診 査 国民健康保険加入者（40歳～74歳の方） １,０００円
国保以外の健康保険加入者（40歳～74歳の方） 加入の医療保険者にお問合せください。

既存健診対象外健診 19～39歳で健診を受けていない方 無　料
胃 が ん 検 診 35歳以上の方 ５００円
肺 が ん 検 診 40歳以上の方 ５００円

大 腸 が ん 検 診 40歳以上の方
（無料クーポン券対象の方は、クーポン券の利用ができます。）

５００円

前 立 腺 が ん 検 診 50歳以上の男性の方 ５００円
結 核 検 診 65歳以上の方 無　料

　◎追加項目検査も併せて受診できます。健診当日に受付窓口でお申し込みください。
検診項目 対　象　者 内　　　容 料　　金

追加項目検査

国民健康保険加入者
（40歳～74歳の方） 貧血・眼底・心電図・尿酸の4項目 ５００円

国保以外の健康保険加入者
（40歳～74歳の方）

貧血・眼底・心電図・尿酸・クレア
チニンの５項目 １,０００円

※70歳以上の方・25年度町県民税非課税の方でも、有料となります。

実　　　施　　　期　　　間 検　診　項　目

平成26年12月１日～平成27年２月27日までの平日 特　定　健　診（国民健康保険加入者のみ）
胃がん・肺がん・大腸がん・前立腺がん検診

※料金：特定健診･･･１,０００円
　　　　胃がん（カメラかバリウム）２,０００円、肺がん５００円、大腸がん５００円、前立腺がん５００円
※がん検診のうち、胃がん・肺がん・大腸がんだけでの受診もできます。

申込み期限：平成27年１月30日㈮　定員がありますので、お早めに申し込みください。
（今年の６月・７月に検診を受けた方は受診できません。）

▶お問い合わせ・お申し込み　健康福祉課　健康づくり係（棚倉町保健福祉センター内）　☎33-7801



ら 版せ知おお 26.10.15（4）

　棚倉町の産業振興と子どもたちの体験活動の場
を提供することを目的に、「城下町棚倉わくわく
フェスタ2014」を開催します。
　震災や風評被害の影響に負けないような楽しい
イベントをたくさん用意しています。皆さんのご
来場をお待ちしています。

  ステージイベント
「ぼくらはふくしまキッズマン」でおなじみの
「友木厚志＆ふぁみれ堂」によるショー、棚倉
中学校吹奏楽部、修明高校吹奏楽部、町内文化
団体等の出演。大道芸人やダルライザーもやっ
てきます。
  商工農林業コーナー
　地元特産品等の展示販売、町内企業のＰＲなど
  風評被害一層コーナー
　さいころを振って、出た目の数の新米をゲット
　（１合～６合、１回100円）
  公共コーナー
　木工細工の制作、献血バスの設置など
  模擬店コーナー　飲食物等の販売
  フリーマーケットコーナー
　リサイクル品等の販売
  抽選コーナー　
　先着1,500名に豪華賞品が当たる抽選券を配布
  スポーツコーナー
「たなちゃん」ダッシュ！『11.3ｍ』の超短距離
勝負！たなちゃんと競争しよう！

  城下町棚倉御庭番忍者レース
　当日11時まで参加受付。12時50分レース開始！

  科学実験コーナー
幼稚園児や小中学生を対象とした科学実験など
の体験コーナー、いわき明星大学の特別ブース
設置

  ロボットの展示・実演コーナー
塙工業高校、白河実業高校の生徒がロボット競
技大会のために制作したロボットの展示・実演

  サイエンスショー
ムシテックワールド（須賀川市）によるサイエ
ンスショー
（１回目：10:00～10:30、２回目：13:00～13:30）

「ぼくらはふくしまキッズマン」でおなじみの
「友木厚志＆ふぁみれ堂」によるショー
　　 みんないっしょに歌って踊ろう！

開始時間　11：20～
ダルライザーがやってくる！
　　ダルライザーのストーリーショーを
　　ご覧ください。

開始時間　10：30～
大道芸人ショー 「成龍」「不知火人」
☆近隣市町村のご当地キャラも会場に登場予定！

※時間は不定期です。

会場への車の乗り入れはできません！
一般来場者駐車場　
①棚倉運動広場
②棚倉合同庁舎駐車場

シャトルバスの運行　
総合体育館東側特設バス乗り場から、会場まで
のシャトルバスを運行いたしますのでご利用く
ださい。

  アミューズメントコーナー　フワフワの設置

と　き　11月３日㈪　文化の日
　　　　午前９時30分～午後３時
ところ　ルネサンス棚倉（雨天決行　荒天の場合一部変更あり）

◆ルネサンス棚倉駐車場（メイン会場）

◆ルネサンス棚倉インドアテニスコート

◆ルネサンス棚倉わんぱく広場

城下町棚倉
わくわくフェスタ2014開催！

イベント内容 （内容は変更になる場合が
　ありますのでご了承ください。）

見どころ


