
東北への密教伝来始まりの地を巡る
国指定史跡　流廃寺跡ウォーキング
開 催 日　11月26日㈯
歴史講座
時　　間　午前10時30分～11時30分
会　　場　町立図書館
内　　容　｢山林寺院史における流廃寺跡の意義｣
　　　　　講師　京都大学名誉教授
　　　　　　　　辰馬考古資料館館長　上原真人先生
ウォーキング
時　　間　午後１時30分～３時30分
集合場所　棚倉警察署付近病院跡地
　　　　　｢受付・駐車場｣の看板が目印です。
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してください。
　　　　　・動きやすい服装でお越しください。
　　　　　・記念品をプレゼント
※申込不要で参加無料です。
■お問い合わせ　生涯学習課　生涯学習係　☎33－0111

こころの健康相談会

　心のお悩みでお困りの方やご家族の方を対象に、
心理士による相談会を行います。相談は無料で、
秘密は厳守します。

■お問い合わせ　健康福祉課　健康づくり係　☎33-7801

開催日　12月７日㈬
会　場　町保健福祉センター
対　象　心の病、対人関係やひきこもり・不登校

など思春期の悩み、その他、心の悩みで
お困りの方またはその家族の方

内　容　心理カウンセラーによる相談
その他　１日３件までの予約制です。
　　　　12月２日㈮までにお申し込みください。

※訪問での相談も可能です。申込時にお伝えください。

除染土壌等の輸送を行います

　環境省では、山本仮置場(北山本字小檜沢地内)
に保管している除染土壌等の中間貯蔵施設予定地
内保管場への輸送を11月下旬から３月にかけて行
います。
　安全かつ確実に輸送を実施いたしますので、町
民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

■お問い合わせ　
◆環境省中間貯蔵施設に関するお問い合わせ窓口
　☎0120-027-582
◆住民課　消防環境係　☎33-2116

民 生 委 員 弁護士（要予約)
開 催 日 12日㈪ 15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

12月の心配ごと相談のご案内

タニタの調理実習セミナー
～タニタ食堂に学ぶ500kcalまんぷく定食のコツ～

■お問い合わせ　健康福祉課　高齢者係　☎33－7801

日　時　12月９日㈮　午前10時～午後１時30分
　　　　※受付時間は午前９時40分からになります。
内　容　タニタが考える健康づくりのヒントや健康長

寿のための栄養対策や、日々の食生活で実践
できるポイントを調理実習を通し学びます。

講　師　㈱タニタヘルスリンク　管理栄養士
場　所　町保健福祉センター
定　員　20名(先着順)

至：国道118号～玉川ＩＣ
� (あぶくま高原道路)

山本仮置場
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棚倉町役場
地域創生課　☎33–2112
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平成２９年度　幼稚園児募集

■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５日㈪～９日㈮　※受付は期間中の午前９時～午後３時
対象園児　○年少組　平成24年４月２日から平成25年４月１日までに生まれた幼児
　　　　　○年長組　平成23年４月２日から平成24年４月１日までに生まれた幼児
必要書類　各幼稚園に用意してある｢入園願書｣、｢支給認定申請書｣等に必要事項を記入のうえ、入園

を希望する幼稚園へ提出してください。申請の際は印鑑が必要です。
入園考査　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。
そ の 他　・年少組に在籍中で引き続き年長組に通園を希望する園児は、入園手続きの必要はありません。
　　　　　・現在３歳児保育を利用されている方で、棚倉幼稚園以外の幼稚園に通園希望の場合はその

　幼稚園で入園手続きが必要となります。

平成２９年度　幼稚園３歳児募集

■お問い合わせ　子ども教育課　子ども係　☎33-7881　または、棚倉幼稚園　☎33-2352

募 集 期 間　12月５日㈪～９日㈮　※受付は期間中の午前９時～午後３時
対 象 園 児　平成25年４月２日から平成26年４月１日までに生まれた幼児
募集園・人員　棚倉幼稚園　３歳児　50人(２クラス)
　　　　　　募集人員を超える応募があった場合、身体・知能・通園の範囲や家庭の状況等を審査し

て入園者を決定します。
必 要 書 類　子ども教育課及び棚倉幼稚園に用意してある｢入園願書｣、｢支給認定申請書｣等に必要事

項を記入のうえ、棚倉幼稚園に提出してください。申請の際は印鑑が必要です。
入 園 考 査　面接、書類確認を行います。日程や場所については、応募受付時にお知らせします。
そ の 他　・入園料、授業料、給食費などが必要です。幼稚園バスや預かり保育を利用される場合、

別に料金が必要です。
　　　　　　・土曜日や長期休暇期間等の預かり保育については、給食はありません。
　　　　　　・幼稚園バスについては、棚倉地区にお住まいの園児の方のみ利用可能です。

　町では、平成30年度の幼稚園３歳児保育本格実施に向けて棚倉幼稚園において３歳児保育を実施します。

町税の休日納税相談窓口を開設します

■お問い合わせ
　税務課　課税徴収係　☎33-2118

　納税機会拡充のため、納税相談窓口を開設し
ます。日中、町税の納付や納税相談に来ること
が難しい方は、ご利用ください。

日時　11月27日㈰　午前９時～午後４時
場所　役場１階　税務課
内容　町税の納付及び納税相談

期限内納税推進運動実施中

　町税は、健全な町政運営を進める上で、大変
重要な財源です。納期限内の納付にご協力くだ
さい。

　今月の納税　納期限は11月30日㈬です
○固定資産税  ４期
○国民健康保険税(普通徴収分)  ５期
○介護保険料(普通徴収分)  ３期
○後期高齢者医療保険料(普通徴収分)  ４期
■お問い合わせ　税務課　課税徴収係　☎33-2118
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平成２９年度 保育園児募集

■お問い合わせ　子ども教育課　子ども係　☎33-7881

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
保 育 料

注意事項

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、子ども教育課子ども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
③就労証明書又は申立書等
④平成28年度の住民税額がわかる書類(課税証明書等)
※④については、平成28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。
○棚倉保育園第一園舎(南町)　60名　　○棚倉保育園第二園舎(水白田)　80名
11月28日㈪～12月７日㈬　午前８時30分～午後５時15分　※土・日を除く
保護者の住民税額に応じて決定されます。
また、２人以上が幼稚園・保育園に入園する等の場合は、保育料が軽減されます。
・家庭状況のわ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。

介護セミナー(介護の日記念フォーラム2016)

■お問い合わせ・お申し込み
　社会福祉法人福島県社会福祉協議会　介護実習・普及センター　☎0243-23-8306　FAX0243-23-8314

日　時　12月10日㈯　午前10時30分～　　会　場　福島県男女共生センター(二本松市)

＜午前の部＞
　講演『元気なからだいつまでも～介護予防体操～』　講師　岡本　宏二先生(作業療法士)
　時間　午前10時30分～　(定員150名)
＜午後の部＞

企　　画 時　　間 内　　容
心と体のリフレッシュ！
～癒しのフットケア体験～ 正午～午後３時 フットケア・マッサージ体験

介護よろず相談コーナー 正午～午後３時 介護に関すること全般の相談

介護支援ロボットを知ろう
～ 介 護 の 未 来 ～ 午後１時～３時 介護支援ロボットの体験

認知症を正しく知ろう
(介護ワンポイント講座)

①午後１時～２時
②午後２時～３時 認知症の種類や症状、本人への接し方

}①、②、③の用紙は子ども教育課で配布します。町ホームページからダウンロードも可能です。

☆どなたでも無料で参加できます
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あなたの自慢の一品を棚倉町ブランドに
棚倉町ブランド認証品募集

棚倉町で生産された優れた産品を募集します。
｢棚倉町ブランド｣として認証されると、認知度の向上、イメー
ジアップ、消費拡大、風評被害払拭を目的として、町から県内
外に情報発信を行います。

募集期間　平成28年11月21日㈪
　　　　　～平成28年12月22日㈭(当日必着)
応募方法
　・申請書に必要事項を記入の上、郵送または直
接事務局へ提出してください。

　・申請書、募集要項、認証実施要項は、産業振
興課の窓口で配布するほか、棚倉町ホーム
ページからダウンロードできます。

認証の方法
　棚倉町ブランド認証審査委員会において審査し、
認証します。

審査結果の発表
　審査結果は、申請者本人に直接通知します。

認証の基準
⑴棚倉町の土地または資源を活用し、棚倉町民*
の手によって作られ、安心・安全な産品である
こと(棚倉町民*…棚倉町内に本・支店を有する
法人・団体を含む)。
⑵当該産品に関する表示等の基準が満たされてい
ること。
⑶消費者との信頼関係構築に不可欠の消費者から
の問い合わせへの対応や情報の提供体制づくり
に努力していること。
⑷農薬・化学肥料の低減に努力していること、及
び加工品に関しては、食品添加物の使用を低減
し、自然な素材を活かして健康に留意した生産
がなされていること。
⑸環境に配慮した生産活動がなされていること。

■応募・お問い合わせ先
　〒963-6192　福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野33
　棚倉町農作物・物産品ブランド化推進協議会事務局(棚倉町役場産業振興課内)
　☎0247-33-2113　FAX0247-33-3715

総合体育館 赤 館 公 園 14区コミュニティセンター
11/1 0.11/0.13 11/1 0.12/0.13 11/1 0.14/0.22
花園集会所 中 豊 駅 前 金沢内野球場
11/1 0.12/0.14 11/1 0.11/0.10 11/1 0.17/0.18
板橋集会所 一色集会所 堤 集 会 所
11/1 0.11/0.13 11/1 0.17/0.24 11/1 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
11/1 0.16/0.21 11/1 0.14/0.15 11/1 0.13/0.15
山際集会所 下大梅集会所 漆草集会所
11/1 0.15/0.20 11/1 0.12/0.13 11/1 0.13/0.14
八槻第４集会所 中山本集会所 山本不動尊駐車場
11/1 0.11/0.13 11/1 0.11/0.12 11/1 0.12/0.19
双ノ平集会所 下流集会所 山田集会所
11/1 0.09/0.11 11/1 0.10/0.12 11/1 0.11/0.12

※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　消防環境係　☎ 33-2116

町内放射線測定値を報告します

■お問い合わせ　
　住民課　医療年金係　☎33-2116

国民健康保険に関するお知らせ

・国保の被保険者で、修学のため住所を移され
る方には、マル学(㊫)保険証を交付します。
転出の際には、忘れずに申し出てください。
　(在学証明書が必要となります。)
・退職等で職場の健康保険を外れたり、就職等
で職場の健康保険に加入した場合には、役場の
窓口で国保の加入、または国保をやめる手続き
が必要です。忘れずに届け出てください。
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