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棚倉町役場
企画情報課　☎33-2112

最大の防御を誇る佐竹氏奥州侵略の拠点

寺山館ウォーキング

開催日　11月29日㈰
歴 史 講 座

　時　間　午前10時～ 11時40分
　会　場　町立図書館
　内　容　「佐竹氏の南郷支配と寺山城（仮）」
　　　　　講師 茨城県立歴史館 森木悠介 氏
　　　　　「中世山城研究と寺山館」
　　　　　講師 福島県文化振興財団 飯村均 氏

ウォーキング
　時　間　午後０時30分～３時30分
　集合場所　ＪＲ水郡線中豊駅付近駐車場
　その他　・小雨決行（雨が強い場合には中止）
　　　　　・飲み物等は各自持参ください。
　　　　　・動きやすい服装でお越しください。
　　　　　・記念品をプレゼント

※申し込み不要で参加無料です。

■お問い合わせ　生涯学習課　☎33-0111

12月６日 (日) は
　棚倉町議会議員一般選挙の投票日です

告　示　日 12月１日㈫
(立候補届出日) 受付時間　午前８時30分～午後５時
  受付場所　棚倉町役場３階　正庁
投 票 日 時 12月６日㈰　午前７時～午後６時
期日前投票 期　間　12月２日㈬～５日㈯
  時　間　午前８時30分～午後８時
  場　所　棚倉町役場２階　第４会議室
   　（土曜日は役場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（総務課内）　☎33-2111

第２回家族介護教室を開催します

　介護の知識を学んだり、他の介護者との交流を
図る教室です。
日　時　12月14日㈪　午後１時30分～３時30分
内　容　自宅でできる！身体介助のコツ
　　　　～体に負担をかけない介助の方法～
講　師　福島県介護福祉士会会長 小山田米子氏
場　所　保健福祉センター　研修室
対　象　家族を介護している方、する予定の方
定　員　15名（先着順）
参加費　無　料
申込期限　12月７日㈪
その他　 ズボン等動きやすい服装でお越しくださ

い。
■お問い合わせ・お申し込み
　健康福祉課　高齢者係　☎33－7801

町長と気軽にトーク
　11月25日㈬に実施するトークの日は、午前中
のみの実施となります。詳しくは、企画情報課ま
でお問い合わせください。
■お問い合わせ　企画情報課　☎33-2112

いきいき健康たなちゃんポイント対象事業
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平成28年度 幼稚園児募集

平成28年度から　幼稚園３歳児保育を試行します

国民健康保険に関するお知らせ
・ 国保の被保険者で、就学のために住所を移され

る方には、マル学（㊫）保険証を交付します。
転出する際には、忘れずに申し出てください。

（在学証明書等が必要となります。）
・ 職場の健康保険に加入した場合や退職等で職場

の健康保険を外れた場合には、役場の窓口で国
保の手続きが必要です。忘れずに届出くださ
い。

■お問い合わせ
　　住民課　国保年金係　☎33-2116

桜苗木の植樹希望者を募集します
　町と町観光協会では、記念植樹の参加希望者を
募集します。
　参加を希望される方は、棚倉町観光協会にお申
し込み下さい。
日　時　12月13日㈰　午前10時～
場　所　山本いこいの村
定　員　先着40名
参加費　植樹記念プレート代として1,000円
その他　 植樹者の記名付き「記念植樹プレート」、

スコップ等は町で準備します。
■お申し込み　棚倉町観光協会　☎33-7886

募 集 園

対 象 者

対 象 者

入園手続

募集人員

入 園 時
の 考 査

募集期間

そ の 他

■お問い合わせ　棚倉幼稚園　☎33-2352　　社川幼稚園　☎33-7060
　　　　　　　　高野幼稚園　☎23-3548　　近津幼稚園　☎33-2755

募集期間 12月７日㈪～ 11日㈮　午前９時～午後３時

棚倉幼稚園

　棚倉町では、平成30年度から幼稚園の３歳児保育を実施する予定です。平成28年度に試行として
棚倉幼稚園に１クラス設置しますので、下記の通り３歳児の園児を募集します。

○年少組　平成23年４月２日～平成24年４月１日までに生まれた幼児
○年長組　平成22年４月２日～平成23年４月１日までに生まれた幼児
※上記に該当し、着替え・食事・用便等の身辺自立ができている幼児

平成24年４月２日～平成25年４月１日までに生まれた幼児

各幼稚園に用意してある「入園願書」「支給認定申請書」に必要事項を記入の上、在住地
区の幼稚園へ提出してください。記入の際は印鑑が必要です。

25人

身体検査と面接を各幼稚園で行います。
日程については、手続き後にお知らせします。

12月７日㈪～ 18日㈮

年少組に在籍中で、引き続き年長組へ希望される園児は、入園手続きの必要はありません。

※詳細は、広報たなぐら12月号でお知らせいたします。

■お問い合わせ
　教育委員会　教育総務課　学校教育係　☎33-7881
　棚倉幼稚園　☎33-2352
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平成28年度 保育園児募集

○ 左：地上１ｍ/右：地上10㎝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
総合体育館 赤館公園 14区コミュニティセンター

10/28 0.13/0.17 10/28 0.14/0.14 10/28 0.12/0.22
花園集会所 中豊駅前 金沢内野球場

10/28 0.14/0.12 10/28 0.13/0.13 10/28 0.17/0.20
板橋集会所 一色集会所 堤集会所

10/28 0.12/0.15 10/28 0.18/0.37 10/28 0.12/0.15
小菅生集会所 富岡・三森線　瀬ヶ野入口 小爪・祝部内集会所

10/28 0.21/0.26 10/28 0.16/0.14 10/28 0.16/0.17
山際集会所 下大梅集会所 漆草集会所

10/28 0.15/0.21 10/28 0.12/0.13 10/28 0.14/0.16
八槻第４集会所 中山本集会所 山本不動尊駐車場

10/28 0.14/0.17 10/28 0.12/0.13 10/28 0.17/0.23
双ノ平屯所 下流集会所 山田集会所

10/28 0.11/0.12 10/28 0.11/0.13 10/28 0.11/0.13

プレミアム付商品券
　　　　使用期限について

　今年６月27日から販売した「プレミアム付
商品券」（完売）の使用期限は、今年の12月
31日までとなっています。
　期限内に必ず使用するようにしてください。
なお、商品券の返金・換金はできませんのでご
注意ください。
■お問い合わせ　商工農林課　商工観光係　☎33-2113

！

12月の心配ごと相談のご案内
民 生 委 員 弁護士（要予約）

開 催 日 14日㈪ 17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

入園基準

入園手続
及　　び
申 込 先

対象児童

保育時間

定　　員

募集期間

注意事項

保 育 料

■お問い合わせ・お申し込み　健康福祉課　福祉係　☎33-2117

保護者が仕事・病気・障害・出産・看護等の事情で、家庭保育ができない町内在住の児童
が入園することができます。
保育園を利用する場合は、保育の必要性について認定を受ける必要があります。
以下の書類を、健康福祉課福祉係へ提出してください。
①保育園入園申込書
②支給認定申請書　　　　　　　

①、②、③の用紙は健康福祉課で配布します

③就労証明書または申立書等　　
町ホームページからダウンロードも可能です。

④ 平成27年度の住民税額が分かる証明書（平成27年１月２日以降に棚倉町に転入した方のみ）

生後100日から就学前までの児童

保育標準時間　平日　午前７時～午後６時、土曜　午前７時45分～午後５時30分
保育短時間　　平日・土曜　午前８時30分～午後４時30分
※ 保護者の就労時間等により「保育標準時間（最長11時間）」または「保育短時間（最長

８時間）」に認定され、保育園が利用できます。なお、実際の保育時間は、保育園との
相談により決定することになります。

○第一園舎（南町）60名　　○第二園舎（水白田）80名

12月１日㈫～ 11日㈮　午前８時30分～午後５時15分　※土・日を除く

・家庭状況の分かる方が申し込みをしてください。
・ 保育園の定員を超過する場合は、提出された書類により入園を選考い

たします。
保護者の住民税額に応じて決定されます。
また、２人以上が入園する等の場合は、保育料が軽減されます。

〒963－6192　福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野33番地　TEL 0247－33－2111（代表）FAX 0247－33－3715
ホームページ http://www.town.tanagura.fukushima.jp/ E-mail info@town.tanagura.fukushima.jp
棚倉町Facebookを開設し、イベント、旬な写真等を紹介しています。町ホームページからご覧ください。

〒963－6192　福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野33番地　TEL 0247－33－2111（代表）FAX 0247－33－3715
ホームページ http://www.town.tanagura.fukushima.jp/ E-mail info@town.tanagura.fukushima.jp
棚倉町Facebookを開設し、イベント、旬な写真等を紹介しています。町ホームページからご覧ください。
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