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新型コロナウイルス感染症対策について
保健福祉センターだより
インフォメーション
国民健康保険情報すこやかさん
まちの話題・みんなのひろば
米寿を迎えました

新型コロナウイルス感染症対策

一人ひとりが感染対策を改めて見直し、感染予防に努めていきましょう

感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫
みんなで

深酒・はしご酒などはひかえ、適度な酒量で。

取り組みましょう。

〇箸やコップは使い回わさず、一人ひとりで。

〇席の配置は斜め向かいに。（正面や真横はなるべく避ける。）
〇会話をする時はマスクを着用。
〇換気が適切になされているなどの工夫をしている、ガイドラインを遵守したお店で。
〇体調が悪い人は参加しない。
【お店】
〇お店はガイドラインの遵守。
〇利用者に上記の留意事項の遵守や、接触確認アプリ（COCOA）のダウンロードを働きかける。
【飲酒の場面も含め、全ての場面でこれからも引き続き守ってほしいこと】
〇基本はマスク着用や三密回避。室内では換気を良くして。

出典：首相官邸ホームページより

③会食等を行う場合には

〇少人数・短時間で、なるべく普段一緒にいる人と、

①基本的な対策を徹底的に行う

【利用者】

〇集まりは、少人数・短時間にして。
〇大声を出さず会話はできるだけ静かに。
〇共用施設の清掃・消毒、手洗い・アルコール消毒の徹底を。

◆診 療 日 時◆ 毎週月曜日・水曜日・金曜日（祝祭日を除く）午後２時～３時30分
◆診 療 場 所◆ 塙厚生病院東側敷地
◆診療対象者◆ 東白川郡内に居住されている方、または、勤務・通学されている方で、発熱等の症状があ
り、新型コロナウイルス感染の疑いがある検体採取可能な方
◆受診方法・予約方法（完全予約制になります。）◆

東白川郡内にかかりつけ医がいますか？
い

る

受診・相談センターに電話相談
☎0120-567-747（24時間対応）

新型コロナウイルス感染の疑いがあると判断された場合、
「東白川地方地域外来・検査センター」への紹介があり、医療機関から予約を行います。
◆持

参

物◆

健康保険証

（通常の保険診療となりますので診察料がかかります。）

厚生労働省

検索

新型コロナウイルス
接触確認アプリ
（ＣＯＣＯＡ）

接触確認アプリ

接触確認アプリは、新
型コロナウイルス感染症
の感染者と接触した可能
性について、通知を受け
取ることができるスマー

広報

厚労省

トフォンのアプリです。
自分を守り、大切な人
を守り、地域と社会を守
るために、インストール

決して陽性となった方々や関係者への 情報の憶測や不当な差別、偏見 をし
ないようお願いいたします。

アプリのインストールや
詳しい情報はこちらから

しましょう。

新型コロナウイルス感染症への対策が長期化し、専門家からは気の緩みが原因
と指摘されています。県内でも連日感染者が増え、病床のひっ迫具合を表す病床
利用率についても、高い水準が続いています。
新型コロナウイルスはすべての方に関係があり、感染する可能性があります。

3

関連情報ポータルより

かかりつけ医に電話相談

いない

出典：福島県新型コロナウイルス感染症

④体調に異変を感じたら

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と適切な医療体制を確保するため、発熱などの症状のある方を
一般外来と区別し診療する「東白川地方地域外来・検査センター」を設置しました。

②感染リスクが高まる場面に注意する

東白川地方地域外来・検査センター
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保健福祉センターだより

基礎疾患を持つ方は、より新型コロナウイルス感染に注意を！
新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち重症化しやすいのは、高齢者と基礎疾患のある
方です。重症化のリスクとなる基礎疾患は次の病気があげられます。
○慢性閉塞性肺疾患(COPD)
○肝臓病

○慢性腎臓病

○免疫機能が低下する病気

○糖尿病

○がん

○心臓病

■お問い合わせ・お申し込み
保健福祉センター
☎33－7801 FAX33－7820
（健康福祉課 健康づくり係・高齢者係）

乳幼児健康診査

○高血圧

○肥満（BMI30以上）など

また、妊婦や喫煙歴のある方なども、注意が必要とされています。基礎疾患を持つ方は特に、不
要・不急の外出を控え、自宅でもマスクを着用するなど、感染防止対策を徹底しましょう。

区

実施場所

分

対

象

保健福祉センター

児

３ ～ ４ カ 月 児 令和２年10月１日
健 康 診 査
～11月生

健診結果が 要精検 の
方は 必ず 、医療機関へ
受診を！！

令和２年度特定健康診査の結果を送付しました。健診は受け
て終わりではなく、健診結果はみなさんに改善が必要な部分を
教えてくれます。
健診結果で【血圧が高い】または【中性脂肪やコレステロー
ル値が高い】、【血糖値が高い】と指摘があった方は、血管内
皮細胞の役割である「血管を伸び縮みさせて血液量や血圧を一
定にする」働きや、「血液が固まらないように調整」する働き
ができなくなってきているおそれがあります。
進行すると、細動脈血管や大動脈血管を詰まらせ、脳梗塞や
心筋梗塞を引き起こします。
自覚症状がほとんどないため「ちょっとくらい数値が悪く
なっただけだから大丈夫」、「たいしたことない」と思いがち
ですが、健診結果で要精検や要指導となられた方は、医療機関
を受診し、食生活を見直し、運動や禁煙に取り組むなど生活習
慣を改善しましょう。

あなたの健康知識はどれくらい？
「ふくしま健民検定」にチャレンジしてみよう！
２月28日㈰まで
①ウェブサイトの検定フォーム上で解答する。
②問題用紙を事務局から取り寄せ、解答したものを郵送する。
（郵便料は事務局が負担します）
合格基準 正答率70％以上
合格者には「認定証・ふくしま健民カード特別版」を進呈するほか、抽選で50名様に景品
をプレゼント
受 検 料 無料
受検期限
受検方法

■お問い合わせ

ふくしま健民検定事務局

☎024-927-0021（平日10時～17時）
福島健民検定

広報
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検索

受付時間
午後０時30分～１時

２月17日㈬

９～11カ月児
令和２年１月～２月生
健 康 診 査
1歳6～9カ月児
令和元年６月～８月生
健
康
診
査

健診結果を生活習慣の改善に
活かしましょう！

実施日

午後１時～１時30分
３月３日㈬

3 歳 4 ～ 7 ヵ 月
平成29年７月～９月生 ２月26日㈮
健
康
診
査

実施日

実施時間

2月25日㈭

８:30～11:30

実施場所
高田産商㈱

13:30～16:00 棚倉町商工会

「高齢者食」料理教室のご案内
主催

棚倉町食生活サポーターパプリカ

高齢者向けの献立を一緒に作ってみませんか。

日

時

２月25日㈭

午前10時

場

所

保健福祉センター

研修室・調理室

対 象 者 町内在住の方

持 ち 物 エプロン、三角巾
定

員

申込期限

材料代（300円）

物

母子健康手帳、問診票、
バスタオル

幼児歯科クリニック
実 施 日

２月９日㈫

実施場所

保健福祉センター

受付時間

お願いします

ち

母子健康手帳、問診票
午後０時30分～１時 歯ブラシ、仕上げ用歯
ブラシ、コップ

～献血バスが来町します～
皆さまのご協力を

持

対 象 児
持 ち 物

午後１時～１時50分

平成30年6月～8月生

令和元年9月～11月生

母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、

仕上げ用歯ブラシ、コップ、タオル

笑って元気に
棚倉町介護予防「高齢者サロン」
町では、地域の身近な場所に集まり健康の話や

介護予防体操、茶話会などを行う「高齢者サロ
ン」を開設しています。

「多くの人と会話ができ元気になった」、「地域

の人と交流が深まった」、「みんなで体を動かすと
楽しい」など、生きがいづくり、仲間づくりの場
になっています。

10名

２月19日㈮まで

町では、サロンの運営に関する支援を行ってい

ます。お気軽にお問い合わせください。
広報
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インフォメーション

お 知 ら せ
町長と気軽にトーク

および更新登録を受け付けます

下水道排水設備指定工事店新規

納期限は３月１日㈪です。
金融機関のほか、コンビニエ
ンスストアでも納付できます。
○国民健康保険税…………８期
〇後期高齢者医療保険料…７期
■お問い合わせ
税務課 課税徴収係
☎ ２
─ １１８

今月の納税・納入

今月のトークの日は、 月
日㈮です。
■お問い合わせ・お申し込み
地域創生課 企画調整係
─
２１１２
☎
2

町内で排水設備の工事をする
には、指定工事店としての登録
が必要です。また、登録後は
年ごとに更新が必要となります
ので、受付期間内に必ず手続き
をしてください。
〇受付期間
月 日㈪～ 月 日㈪
（土・日を除く）
■お問い合わせ
上下水道課 下水道係

家庭でのごみの焼却はやめましょう

☎
２１１９

─

後期高齢者医療に係る医療費の
お知らせを発送します
福島県後期高齢者医療広域連
合では、被保険者の皆様に自己
の健康管理と医療に対する関心
を高めていただくために、毎年
１回医療費のお知らせを送付し
ています。
令和２年１月から 月までの
医療費のお知らせは、２月下旬
から３月上旬にかけて順次発送
しますので、お知らせが届きま
したら、ご自分の受診状況など
について確認をお願いします。
なお、お知らせは、県内全域
に順次発送する関係上、個別の
発送には応じられませんのでご
了承願います。
お知らせは、無くさないよう
に大切に保管してください。
■お問い合わせ
福島県後期高齢者医療広域連
合業務課資格管理係
─ ３１０
☎０２４ ─５６３ ３

軽自動車の手続きはお早めに
ナンバーを付けたまま放置し
てあるバイク、農耕車、軽自動
車などはありませんか？
軽自動車税は、毎年４月１日
現在で所有している方に課税さ

■お問い合わせ
住民課 消防環境係
─
２１１６
☎
災害等の情報伝達訓練を実施します

地震、竜巻、武力攻撃などの発
生に備え、全国瞬時警報システム
（ Ｊ ─Ａ Ｌ Ｅ Ｒ Ｔ ） を 用 い て 情 報
伝達訓練を行います。
〇日時 ２月 日㈬ 午前 時頃
〇訓練内容
・登録制メールへの一斉配信
・防災行政用無線での放送
■お問い合わせ
住民課 消防環境係
☎ ─２１１６
運転に不安を感じたらまずは相談を

れます。譲渡や死亡などによる
所有者の変更、または廃車など
の手続きをしていない場合、引
き続き課税されますのでご注意
ください。
■お問い合わせ
税務課 課税徴収係
─
２１１８
☎

自動車の移転・抹消の手続き
はお済みですか？
自動車税（種別割）は、毎年
４月１日現在で車検証に記載さ
れている所有者、または使用者
に課税されます。
例年、「所有していない自
動車の納税通知書が届いた」、
「納税通知書が届かない」など
のトラブルが多く寄せられます。
自動車の登録内容に移転・変
更・抹消がある場合は、３月末
までに福島運輸支局等で手続き
を済ませましょう。
■ 登録手続きに関するお問い合わせ
東北運輸局福島運輸支局
いわき自動車検査登録事務所
☎０５０ ─５５４０ ─２０１６
■自動車税
（種別割）
納税通知書
に関するお問い合わせ
福島県県南地方振興局県税部
課税課
☎０２４８ ─ ─１５１９

件

棚倉警察署からのお知らせ
発生件数
死 者 数
傷 者 数
物件事故

１人
人

件

直線道路での事故が多く発生
しています。脇見や油断運転
をしないようにしてください。
〇ドライバーの方へ
安全運転を心がけ、横断歩
道では必ず横断歩行者を優先
し、一時停止をしてください。
〇歩行者の方へ
用事はなるべく昼間に済ま
せ、夜間に外出する際には、
反射材を着用するなどの対策
をお願いします。
■お問い合わせ
棚倉警察署 地域交通課
☎ ─０１１０

ご相談ください

空き家バンク
■お問い合わせ
地域創生課 企画調整係
☎ ―２１１２

ひとり親家庭の就職活動
のお手伝いをします
福島県県南保健福祉事務所で
は、ハローワークと連携してひ
とり親家庭向けに就職活動のお
手伝いをしています。
秘密厳守、相談無料なので、
ひとりで抱え込まず、お気軽に
ご連絡ください。
■お問い合わせ
福島県県南保健福祉事務所
☎０２４８ ─ ─５６４７

（一財）自治総合センター
が実施している、令和２年度
コミュニティ助成事業（宝く
じ助成）を受け、棚倉町双ノ
平区がＬＥＤ防犯灯を整備し
ました。

■お問い合わせ
総務課 行政管理係
☎ ─２１１１

３月

子どもセンター
イベント情報
〇日時
３月５日㈮ 午前 時～
〇対象 どなたでも
〇内容
～春のお話～
（絵本・紙芝居など）
〇日時
３月９日㈫ 午前 時～
〇対象 未就学のお子さん
と保護者
〇内容
リトミック（音楽遊び）
〇その他
日㈭はプチすくすく
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〇日時
３月４日㈭ 午前 時～
（受付は 時 分～）
〇対象 未就園児のお子さ
んと保護者
〇内容 総会・卒業式
〇場所 子どもセンター
〇その他
初めて参加する方は、
登録料 円が必要です

10

新型コロナウイルス感染症感染
拡大防止のため、中止とする場合
があります。
■お問い合わせ
─ ３１０
子どもセンター ☎ ５

10

ドラム缶や基準に適合しない焼
却炉、ブロック囲い、素掘りした
地面でのごみの焼却は、法律で禁
止されています。違反すると 年
以下の懲役もしくは 千万円以下
の罰金、またはその両方に処せら
れるとともに、法人の場合は、
億円以下の罰金に処せられる場合
があります。
ごみはきちんと分別して所定の
集積所へ出すか、東白クリーンセ
ンター（東白衛生組合）へ直接持
ち込んでください。
■お問い合わせ
住民課 消防環境係
☎
─
２１１６

犬のふんの始末は飼い主の
マナーです

高齢ドライバーや家族の皆さん、
加齢や病気などで運転を続けるこ
とに不安を感じたらご相談くださ
い。
「若いころとちょっと違うな」
、
「おかしいな」と感じたら、運転
免許証返納の時期です。
〇安全運転相談ダイヤル
「♯８０８０」
福島県内からの電話は、福島運
転免許センターにつながります。
〇受付時間 土・日・祝日を除く
午前８時 分～午後５時 分
■お問い合わせ
棚倉警察署 地域交通課
☎ ─０１１０
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（12月31日現在）

3

・犬を散歩させるときは、袋など
を用意し、ふんは必ず持ち帰る
ようにしましょう。
・公園や道路などの公共の場所や、
他人の所有する場所に、ふんを
絶対に放置しないでください。
・公共の場所で、飼い犬のふんの
放置は禁止されています。違反
者には 万円以下の罰金が処せ
られます。
・袋に入れたふんを側溝などに捨て
ることは絶対にしないでください。

広報
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おはなしルーム

すくすくルーム

おひさまくらぶ

1
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棚倉町の交通事故
発生状況（月間）
33

33

33

内

検索

教室案内

棚倉スポーツクラブ

}

〇日時
２月 日㈯ 午前 時～
２月 日㈯
〇会費 会 員 １００円
非会員 ５００円
〇場所 総合体育館 卓球場

○年会費
歳以上 ２０００円
歳以下 １０００円
■お問い合わせ
棚倉スポーツクラブ事務局
─
３１６０
☎

※消毒・換気等、新型コロナウイルス
感染症予防対策を図って開催してい
ます。お気軽にご参加ください。
なお、自宅での検温・マスク着用で
の参加をお願いします。
コロナに負けずに楽しく体を動かし
て、元気な毎日を過ごしましょう！

}

〇日時
２月 日㈫
２月 日㈫ 午後７時 分～
３月 日㈫
〇会費 会 員 １００円
非会員 ５００円
〇場所 棚倉町立図書館

}

〇日時
２月 日㈬
２月 日㈬ 午前 時 分～
３月 日㈬
〇会費 会 員 １００円
非会員 ５００円
〇場所 総合体育館 アリーナ

10

10

拡大防止の観点からも、ご自宅か
ら のｅ ─Ｔａｘのご利用をお願い
します。
＊「ＩＤ・パスワード方式の届出
完了通知」の発行は、申告をさ
れる方が写真付きの本人確認書
類を持参の上、最寄りの税務署
までお越しください。
27 6

3 24 3

2 16 9

医療費控除の適用を受けられる方へ

医療費控除またはセルフメディ
ケーション税制の適用を受ける場
合は、「医療費控除の明細書」ま
たは「セルフメディケーション税
制の明細書」の添付が必要です。
申告義務のない還付申告者に係
る申告期限等について
申告義務のない方が行う還付申
告は、 年間提出することができ
ます（令和２年分の確定申告の場
合は、令和 年 月 日まで）。
年末調整済みの給与所得のみの
方で、医療費控除や寄附金控除
（ふるさと納税など）により還付
を受ける方などが該当します。
■お問い合わせ
白河税務署
☎０２４８ ─ ─７１１１
【音声案内で「２」番を選択】

〇場所 保健福祉センター相談室
弁護士（要予約）
〇開催日 ２月 日㈭
〇時間 午前 時 分～午後３時
〇場所 保健福祉センター相談室
〇その他
新型コロナウイルス感染症感染
拡大防止のため、中止とする場
合があります。
■お問い合わせ
棚倉町社会福祉協議会
☎
─
２６２３

自衛隊各種採用試験の案内

卓球教室
ミニテニス教室

りふれっしゅエアロビ＆ヨガ教室

白河税務署からのお知らせ

確定申告特集

申告書作成会場を開設します
〇期間 ２月８日㈪～３月 日㈪
（土・日・祝日を除く）
〇場所
白河市産業プラザ人材育成セン
ター（白河市中田１４０）
〇時間 午前９時～午後４時
〇その他
混雑緩和のため、会場への入
場には「入場整理券」が必要で
す。整理券は会場での当日配付
とＬＩＮＥによる事前発行があ
ります。
整理券の配付状況によっては、
後日来場をいただく場合があり
ますので、ご理解とご協力をお
願いします。
国税庁

スマートフォンから確定申告で
手続き完結！
マイナンバーカードとマイナン
バーカード対応のスマートフォン
をお持ちの方は、ｅ Ｔ
- ａｘで確
定申告書を送信できます。
また、対応のスマートフォンを
＊
お持ちでない方も、「
ＩＤ・パス
ワード方式の届出完了通知」に記
載のＩＤ・パスワードがあれば、
ｅ ─Ｔａｘで送信できます。
新型コロナウイルス感染症感染

多重債務・貸金業に関する
相談窓口

案

予備自衛官候補生（一般）
歳以上 歳未満の者
〇応募資格
〇受付期限 ４月９日㈮
〇試験日 受付時にお知らせします
〇試験会場 受付時にお知らせし
ます
予備自衛官候補生（技能）
〇応募資格
歳以上で国家資格
を有する者（資格についてはお
問い合わせください。）
〇受付期限 ４月９日㈮
〇試験日 受付時にお知らせします
〇試験会場 受付時にお知らせし
ます
※新型コロナウイルス感染症感染
拡大防止のため、変更になる場
合があります。
■お問い合わせ
自衛隊福島地方協力本部

白河地域事務所
☎０２４８ ─ ─０３７２

ふくしま就職ガイダンスを
開催します
令和４年３月に大学等を卒業
（終了）予定の方、令和元年３月
以降に大学等を卒業（修了）された
方を対象に福島県内に就業場所の
ある事業所の企業説明会を開催し
ます。
〇日時 ３月８日㈪
第１部 午前 時 分～午後 時 分
第２部 午後１時～３時
第３部 午後３時 分～５時 分
〇場所 ビックパレットふくしま
（郡山市南２丁目 番地）
〇その他
・事前にオンラインでの業界研究
など就活イベントを行います。
参加事業所は開催１カ月前まで
に福島労働局のホームページで
公開します。
・事前にホームページから参加予
約をお願いします。
・新型コロナウイルス感染症感染
拡大防止のため、変更になる場
合があります。
■お問い合わせ
福島労働局 職業安定課
☎０２４ ─５２９ ─５３９６

30

33

15

財務省福島財務事務所では、返
済しきれないほどの借金を抱え、
お悩みの方々からの相談に応じて
います。借金の状況をお聞きし、
必要に応じ弁護士、司法書士など
に取り次ぎ、専門家をご紹介しま
す。
また、国や県の登録を受けずに
貸金業を営む、いわゆる「ヤミ金
融」業者には十分ご注意ください。
ご利用されている貸金業者の登
録状況に関する問い合わせや不正
に利用されている預貯金口座に関
する相談も受け付けています。
〇相談窓口
財務省福島財務事務所 理財課
（福島市松木町 ─２）
〇受付時間（平日のみ）
午前８時 分～正午
午後１時～４時 分
■お問い合わせ
多重債務者相談窓口専用
☎０２４ ─５３３ ─００６４

ご

２月の心配ごと相談
民生委員
〇開催日 ２月８日㈪
〇時間 午前９時～正午

税理士記念日

税の無料相談会
事前予約は必要ありません。
お気軽にお越しください。
〇日時
２月 日㈫ 午前 時～午後４時
〇場所 白河市産業プラザ・人材
育成センター（白河市中田１４０）

〇その他
申告などに関する関係書類をお
持ちください。
■お問い合わせ
東北税理士会 白河支部
鈴木隆司税理士事務所
☎０２４８ ─ ─０３１６

就職支援の登録会を実施します
ふくしま生活・就職支援応援セ
ンターに登録することで、専任の
相談員から就職の相談や生活資金、
住居、各種セミナー情報などを無
料でサポートを受けることができま
す。
〇日時
２月 日㈭ 午後１時～５時
〇場所 棚倉町立図書館
〇参加費 無料
■お問い合わせ
ふくしま生活・就職支援応援セ
ンター 白河事務所
☎０２４８ ─ ─００４１
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インフォメーション
インフォメーション

■ お問い合わせ
住民課 医療年金係 ☎33－2116
（お手続きは③窓口まで）

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります！

インフォメーション

戦没者等のご遺族の皆さまへ

第十一回特別弔慰金の請求を受け付けています
○支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和２年４月１日（基準日）において、「恩給法による公務
扶助料等」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方（戦没者等の妻や父
母等）がいない場合に、先順位のご遺族お一人に支給されます。
○支給内容 額面25万円、５年償還の記名国債
○請求期間 令和２年４月１日から令和５年３月31日
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

○必要書類
申請書類等は、窓口でお渡ししますが、下記のものをご持参ください。
【窓口に持参していただくもの】

（１）請求者の戸籍抄本
（２）印鑑（国債償還時に使用する印鑑を登録します。）
（３）本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等）
（４）代理人が手続する場合は、委任状
※委任者と受任者双方の本人確認書類が必要になります。
（５）場合によっては、これ以外の書類や戸籍等が必要になります。
【請求窓口及びお問い合わせ先】健康福祉課

福祉係

☎33-2117

福島県で働く全ての方へ

チェックしましょう！福島県最低賃金
（パートやアルバイトの方にも適用されます）
時間額

800円

令和２年10月２日発効

(特定最低賃金が適用される労働者を除く)
特定最低賃金（県内の次の業種に働く方に適用されます。）

マイナンバーカード申請用 QR コード付き交付申請書の再送付について
マイナンバーカードをお持ちでない方を対象に、申請に必要なQRコード付きマイナンバーカード交付申請書が
令和３年３月までに国から順次送付されます。
交付申請書の右下にあるQRコードをスマートフォンなどで読み取ることで、オンラインで簡単に申請ができま
すので、この機会にぜひマイナンバーカードの申請をお願いします。
◆送付対象者
マイナンバーカードの交付申請を行っていない方
ただし、以下の方は対象外となります。
①令和２年10月31日時点で75歳以上の方（後期高齢者医療制度の保険証更新時に、郵送用の交付申請書を送
付しています。）
②令和２年１月１日以降に出生または国外から転入された方で、出生時または転入時に個人番号通知書等と一
緒に交付申請書の送付を受けた方
◆注意事項
マイナンバーカードは地方公共団体情報システム機構（J-LIS）で発行され棚倉町役場に届きます。マイナンバ
ーカードは申請をしてからカードのお受け取りまでに１ヵ月程度かかります。
11
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業

最低賃金額

効力発生年月日

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造
業、時計・同部品製造業、眼鏡製造業

８６８円

令和２年12月20日

輸送用機械器具製造業

８７０円

令和２年12月12日

自動車小売業
[二輪自動車小売業（原動機付自転車を含む）を除く]

８６８円

令和２年12月24日

電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械
器具製造業[医療用計測器製造業（心電計製造業を除く）を除く]

８３４円

令和２年12月17日

非鉄金属製造業

８６６円

令和２年12月18日

■お問い合わせ

種

厚生労働省

福島労働局

賃金室

☎024-536-4604
広報
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掲載した写真は差し上げます。
また身近な情報がありましたら地域創生課まで

▲

まちの話題

修明高校より花の贈り物

地域創生課

企画調整係

Photos

☎33-2112

修明高校農業科の農業クラブから町へ丹精込めて
育てた赤や黄、白、紫色のパンジーやビオラを植え

12 月
22 日

た折にはぜひご覧ください。

に激励金を交付しました。
今後も皆さんのご活躍を応援しています。

「第７回棚倉ふるさと検定」の１級合格者へ、認
定証の授与とのぼり旗を贈呈しました。今回の検定

【松本珠莉さん（左から２番目）、益子愛彩さん（中央）、髙
橋沙綾さん（右から２番目）大竹麻琴さん（右端）】

▲

では１級に６名、２級に21名が合格し、修明高校生
が初めて１級を受験し、合格されました。合格者数
は累計で１級33名、２級126名となりました。
今回出題された問題と解答は、町ホームページに
掲載しています。
南雲孝さん（前列右）、安藤和子さん（前列中央）、鈴木さやか
さん（前列左）、荻原翔太さん（後列右）、郷歩夢さん（後列中
央）、鈴木希さん（後列左）

▲

「2020年度全国高等学校ゴルフ選手権特別大
会」に出場した大竹麻琴さん（学法石川高校３
年）、「第20回全日本チアダンス選手権大会」に
出場した髙橋沙綾さん（光南高校３年）、益子愛
彩さん（同校３年）、松本珠莉さん（同校２年）

▲

棚倉通がいます！

警察署や棚倉郵便局などにもプランターや鉢植えを
贈っています。
町役場正面玄関を彩っておりますので、ご来庁し

Let’
s たなちゃん人づくり激励金
～頑張る皆さんを応援します～

▲

たプランターと鉢に植えたシクラメンが寄贈されま
した。
同クラブは課外活動として取り組んでおり、棚倉

租税教育推進のため、社川小学校６年生を対象に
租税教室を開催しました。
棚倉町税務課職員が講師となり、「税金とは何
か」「税金は何に使われているのか」を一緒に学び
ました。講師の質問に対して、児童の皆さんは積極
的に手を挙げて発言していました。授業後には「税
金は自分たちの身の回りで使われていることがわか
りました。」、「消費税がかかるのは嫌だと思って
いたけれど、税金は私たちの生活に欠かせない大切

12 月
23 日

保護司として長年にわたり活躍
平成９年６月１日から24年間にわたり保護司とし
て活動している佐川勝浩さん（天王内）が「藍綬褒
章」を受章されました。佐川さんはこれまで、石川
東白川保護司会理事、監事、副会長などを務められ、
「全国保護司連盟会長表彰」や「法務大臣表彰」な
ども受賞されています。

12 月
25 日

なものだとわかりました。」などと感想を発表して
くれました。

委員紹介

人権擁護委員 （敬称略）

令和３年１月１日～
令和５年 月 日

31

長谷川 道圓 （新任）

任期

委員構成（敬称略）

12

明るい社会づくりに貢献

▲

ない明るい地域社会づくりに努めていきたい。」と
受章の喜びを語られました。

〇委 員

広報
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12 月
14 日

受章報告で佐川さんは、「皆さんからのご指導と
ご協力により受章することができた。今後も犯罪の

薄葉 義博
畠山 真一
原
啓喜
吉田和賀子
西牧 武美
長谷川道圓

前人権擁護委員の菊池孝子さんに
法務大臣感謝状が贈呈されました。
２期６年に渡り、人権擁護委員を務
められました。
ありがとうございました。

税金の大切さを学ぶ

「第37回県更生保護大会」において賞を受けた本町

の保護司と町更生保護女性会会員の報告が行われまし
た。受賞者を代表して半田さんが、「これからも明る
い社会づくりに貢献していきたい」と受賞の喜びを語
られました。
半田眞利さん「更生保護法人全国保護司連盟理事長表彰」（左から２番目）
鈴木一彦さん「東北地方保護司連盟会長表彰」（左から３番目）
五江渕敦さん「福島保護観察所長表彰」（中央）
藤田謙治さん「福島県保護司会連合会会長表彰」（右から３番目）
郷田陽子さん「福島保護観察所長感謝状」（右から２番目）
五十嵐正子さん「福島県更生保護女性連盟会長表彰」（右端）

12 月
17 日
広報
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まちの話題

みんなのひろば

いつまでもお元気で

▲

米寿を迎えました

１月20日に松本秀男さん（玉野）が100歳を迎
えられました。町および県から賞状と記念品を贈呈
し、ご家族の皆さんと長寿を祝いました。
松本さんは、甘いものが好きで、特に饅頭が大好
きですが、好き嫌いなく何でも食べることが長寿の

1月
20 日

秘訣だそうです。
青戸 武雄さん
（八 槻）

鈴木 秀夫さん
（北 町）

昭和８年１月１日生

昭和８年１月１日生

鈴木
（城

正さん
跡）

昭和８年１月２日生

後藤 正明さん
（水白田）
昭和８年１月３日生

町民リレー 245
鈴木ケイ子さん
（ 流 ）

昭和８年１月12日生

昭和８年１月13日生

昭和８年１月14日生

昭和８年１月16日生

添田 モトさん
（富 岡）

角田 久子さん
（関 口）

吉田助三郎さん
（強 梨）

昭和８年１月17日生

昭和８年１月20日生

昭和８年１月21日生

おめでた （12月中の届け出）

人の動き

年齢
85
86
93
93
79
82
93
90
88
94
95

住 所
日向前
丸 内
寺 山
八 槻
中山本
中山本
舘ケ丘
関 口
関 口
舘ケ丘
八 槻

令和３年１月１日現在

人口 13,751人（－18人） 世帯数 5,104世帯（－６世帯） 男性 6,798人（－９人） 女性 6,953人（－９人）
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ツイッター

【たなちゃん(公式）

棚倉町公式SNS
インスタグラム
【Enjoy_Tanagura】

近藤 孝さん
水白田

※「おめでた｣・｢おくやみ」について、掲載を希望
されない場合は、地域創生課 企画調整係(☎33
－2112）までお申し出ください。

亡くなった方
加 藤 幸 一
大 沼 英 三
野 中 タ ミ
古 市 和 子
甲 賀 善 克
甲 賀 寅 男
緑 川 ヨシノ
金 澤 トシイ
藤 田 重 伸
小 林 晴 枝
長谷川 子之吉

だいた恩を今ここにいる人た
ちにお返ししていくことはで
きます。法事は、報恩の行を
積む絶好の機会です。寺院や
自宅の仏壇の前で、仏さま、
故人、ご先祖さまにお供えも
のをしてお経をあげます。そ
こで僧侶の読経や法話に触れ
て、慎んで故人の生涯を偲
び、自分の生き方を見つめ直
す機会にしたいものです。私
は、視覚障害者です。寺院の
諸行事、研修会は一人で参加
できません。しかし、お寺の
役員さんや檀家の皆さん、寺
庭（臨済宗では、住職の妻を
寺庭と言う）の助けを得て行
動することができることに感
謝です。私は、脳トレの為に、
小山流津軽三味線（小山流師
範小山英智のもとで）稽古を
続けて十三年目に入りました。
仲間の助けや励ましを受け各
種大会に参加しています。師
匠や花園支部の皆様に感謝の
気持ちでいっぱいです。これ
からも、健康に留意し、日々
生かされている自分を感謝し、
報恩の行を積んでいきます。
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次回紹介者

出生児
住
幸 樹（こうき）花
澪 （み お）八
怜 騎（りょうき）八
紬 （つむぎ）花
雄 陽（ゆうひ）丸
愛里彩（ありさ）宮
琉 莉（る り）逆

お名前
住 所

林
渡辺
緑川
塩田
深谷
緑川
遠藤

両親の名
純・恭 子
司・優 子
元気・ 霞
晋也・ 結
雄大・美 保
政弘・友里恵
綾太・結 香

おくやみ （12月中の届け出）

◆氏名…田口 宗顕さん
◆住所…古町
◆職業…僧侶
◆趣味…津軽三味線・音楽鑑賞
家庭菜園・園芸

塩田 静枝さん
（福 井）

経、坐禅和讃、生活信条を
唱話し坐禅、住職の法話、ラ
ジオ体操を行います。今年は、
コロナ禍で、葬儀、法要など
簡略化や中止など見られま
す。本来、葬儀、法事（先祖
供養）は、仏法（仏の教え）
を学び、実践するための行事
です。今日の私たちがあるの
は、ご先祖さまをはじめ、ご
縁のある多くの方々のおかげ
ではないでしょうか。「生活
信条の生かされている自分を
感謝し報恩の行を積みましょ
う」とあります。亡き人に直
接恩返しすることはできませ
ん。しかし、自分をとりまく
あらゆるご縁に感謝し、いた

藤田 勝男さん
（馬 場）

私は、臨済宗妙心寺派創德
寺（双ノ平）降福寺（古町、
兼務寺院）の住職をしていま
す。臨済宗は、坐禅をとおし
て釈迦の教えを、日々生活の
中に生かす宗派です。生活信
条は三つあります。一、一日
一度は静かに坐って、身と
呼吸と心を調えましょう。二、
人間の尊さにめざめ、自分の
生活も他人の生活も大切にし
ましょう。三、生かされてい
る自分を感謝し、報恩の行を
積みましょう。この目標をめ
ざして、創德寺では、事例と
して夏休みに子ども坐禅会を
三十五年余続けています。
坐禅会では、読経、般若心

石井 和子さん
（関 口）
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たなぐらスナップ

～ 成人式 ～

令和３年棚倉町成人式は、新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大状況と、福島県内の医療
提供体制のひっ迫を受け、式典の様子をオンライン配信で開催しました。
新型コロナウイルス感染症が、１日でも早く終息し、来年はたくさんの新成人の笑顔を見ることが
できればと思います。新成人の皆さんおめでとうございます。
編集・発行／棚倉町役場地域創生課
編集•発行／棚倉町役場地域創生課
令和２年６月１日発行
令和３年２月１日発行
〒963－6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野33番地
TEL 0247－33－2112 FAX 0247－33－3715

①

②

③

④

⑤

⑥
①司会および開会のあいさつ
②式辞 棚倉町長

湯座一平

③成人証書授与

URL http://www.town.tanagura.fukushima.jp/
E-mail info@town.tanagura.fukushima.jp

この広報紙は、再生紙を使用しています。

⑦

む し 歯

角田大侑さん、石川唯子さん

④祝辞

棚倉町議会議長

⑤祝辞

恩師代表

⑥誓いのことば

須藤俊一

数間浩行さん
藤田凛々子さん

⑦はなむけのことば

の な い 子

松本梓さん

金澤泉さん

●３歳児の健康診査で、むし歯が
ありませんでした。

よく磨けました！

たむら あさひ ちゃん

のざわ みずき くん

ひるた あいら ちゃん

もとはし はやと くん

お姉ちゃんと毎日一緒
に頑張ってやってます。

毎日歯みがき頑張っ
てます。

毎日、歯みがきガン
バっています！

毎日歯みがきを頑
張っています。

11月の健診で撮影させていただいた皆さんです。１月号、２月号、３月号の３回で紹介します。

