広報みしま

お知らせ版

№575

町からのお知らせ、募集など各種情報をお届けします。

令和４年度プレミアム付き桐の里商品券の
抽選販売の実施について
今年度のプレミアム付き桐の里商品券の販売については、先着順による販売
での混雑を避けるため、また、一斉販売による販売所に買いに行ける人と行け
ない人との公平性を図るため、販売方法を以下のとおり抽選販売といたします。
お手数をお掛け致しますが趣旨をご理解のうえ、ご応募いただきますようお
願い申し上げます。
販売価格

１冊 5,000 円（額面 500 円× 13 枚綴り／１冊）
※ 6,500 円分のお買い物に使えます。

購入限度額 １世帯 20 冊（購入金額 100,000 円）まで
申込対象者 三島町内在住の方
申込方法

■編集 三島町役場 地域政策課
〒 969-7511 福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下 350 ☎ 0241
（48）
5533
■ホームページ http://www.town.mishima.fukushima.jp

2022 年 5 月 6 日発行

町民アカデミー講座のお知らせ
生活工芸館では町民アカデミー講座と題して、町民向けのものづくり体験を
月１回実施しています。１日以内ででき上がるような簡単な制作を企画してい
ますので、町民の皆さまの参加をお待ちしています。
６月は「菓子皿」です。15cm 角の板から自分だけの木皿を作ってみましょう。
開催内容：
「手で彫る菓子皿」
日

時：６月４日㊏ 13 時より

会

場：生活工芸館 木工室

定

員：５組（親子等ペアでの参加も可）

参 加 費 ：1,200 円
締 切 日 ：６月１日㊌
申 込 先 ：生活工芸館 ☎ 48-5502

５月 20 日㊎区長文書で各世帯に配布する抽選申込はがき（切手
不要）に①郵便番号・住所②氏名（フリガナ）③電話番号④購入
希望冊数をご記入の上、三島町商工会へ郵送してください。

●購入お申込みからご利用までの流れ
①抽選申込はがきにより購入をお申込みください。
令和４年５月 23 日㊊
抽選申込はがきは５月 20 日（金）の区長文書に
～６月 24 日㊎まで
より各世帯に配布します。
②当選された方のみに引換購入券が届きます。

７月 15 日㊎まで

令和４年７月 19 日（火）
③商工会で引換購入券を商品券と引換（購入）して
～７月 29 日（金）まで
ください。
※土日を除きます。
令和４年８月１日（月）
～令和５年１月 31 日
（火）
まで

④商品券をご利用ください。

問三島町商工会 ☎（52）2430

求人情報

地域資源を活用した地区活性化事業や振興計画の地区目標の実現等にご
活用ください。( 下記により申請を受け付け、審査のうえ採否を決定しま

【問】三島町無料職業紹介所（地域政策課内）
☎（48）5533

雇用形態

パート

採用人数

40 名

業務内容

遺跡発掘調査作業

勤務場所

福島県大沼郡金山町大字大塩字中西部

雇用期間
賃金

就業時間
休憩
休日
待遇

令和４年度 三島町地区支援事業補助金【２次募集】
町では、魅力ある地区づくりに取り組む事業に対し補助金を交付します。

菓子皿イメージ

応募方法

令和４年５月 16 日㊊～ 11 月 30 日㊌まで
※状況により多少の期間変動がある場合があります。
日給／月・金→ 5,000 円
火・水・木→ 10,000 円
月→ 13：00 ～ 17：00
火・水・木→８：30 ～ 17：00
金→８：30 ～ 12：00
※週３日程度の勤務でも応募可能です。
昼休み 12：00 ～ 13：00（この他、
作業時間内に適宜小休止あり）
土・日・祝日他、会社指定日
通勤手当あり（上限あり、距離に応じて）
、労災・雇用保険あり
下記まで電話連絡の上、
５月 10 日㊋に金山町開発センター（中
央公民館）で面接します。
（履歴書持参）
後日応募可。随時面接いたします。
連絡先：株式会社三協技術 文化財調査室 担当：田村・田中
電 話：022-281-9655 ※受付時間 平日８：30 ～ 17：00

す。) なお、地区担当職員が地区の課題の解決や地区資源の発掘・有効活
用を支援しますので、お気軽にご相談ください。
○２次募集期限

５月 16 日㊊まで

町内の地区 ( 行政区 ) 又は地域づくり団体等が行う事業で、次
の要件を満たすもの。
①地区の魅力拡大や課題解決、住民福祉の向上、交流活動の
対象事業

促進など、地区づくりを目的とする事業であること。
②一時的なものでなく、継続的な取り組みにつながる内容である
こと。
③事業主体が地区以外の地域づくり団体の場合は、事業の実
施場所となる地区との連絡調整が図られていること
補助対象経費の 10 分の 10 以内（千円未満切り捨て）
※ただし、補助対象経費が、主に委託料・工事請負費・備品
購入費に限られる事業の場合、補助の額は 5 分の 4 以内とな

ります。
補助の額
（国・県等の補助採択を受け、その自己資金に当補助金を充当
する場合はこの限りではありません。
）
補助額は上限 50 万円
※交付要綱に基づき対象外となる経費があります。
同一地区内から複数の申請があった場合は、その地区内にお
そ の 他 ける補助の合計額の上限が 50 万円となります。
申請書様式や要綱は HP からも確認することができます。
○申請 / 問い合わせ先 地域政策課 地域政策係☎（48）5533

《犬・猫の飼い主のみなさんへ》
１ 犬の登録と狂犬病予防注射をうけましょう
●犬は生涯に１回「登録」しなければなりません。必ず役場で登録してくだ
さい。
●「狂犬病予防注射」は毎年１回（４月～６月末までに）行う必要があります。
動物病院で予防接種を行ったときは、注射済証明書を持って役場へ届け出
ましょう。
●飼い犬の登録者に変更があった場合は、変更の手続きが必要です。
●飼い犬が亡くなった場合は、死亡の届出が必要です。
●令和４年度の狂犬病集合予防注射は５月１８日（水）です。対象の方へ個
別に文書を送付いたしましたので、詳しくはそちらをご確認ください。

２ 犬の放し飼いはやめましょう
犬の放し飼いは、他人に迷惑をかけ危害を加えるおそれがあるため、県条例
で禁止されています。また、犬の散歩はリードを付けて行いましょう。

３ 環境美化につとめましょう
飼い犬の “ フン ” の始末は、
飼い主の義務です。公共の場所（公園、
道路など）
や他人の土地、建物を汚さないようにしましょう。

４ 小さな命を大切に！捨て犬、捨て猫はやめましょう
犬や猫も家族の一員です。最後まで愛情を持って育てましょう。
どうしても飼えないときは、新しい飼い主を見つけましょう。飼い主が見つ
からない場合は、動物愛護センターに相談してください。
問町民課 町民係
☎（48）5555
動物愛護センター会津支所 ☎ 0242（29）5517

※各種行事やイベントについては、コロナウイルス感染防止対策にご協力をお願いいたします。また、感染症拡大の状況により急遽中止す
る場合もありますので、ご了承ください。
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山菜・たけのこの出荷・販売等について
山菜やたけのこの出荷・販売をするためには、原則として品目ごとのモニタ
リング検査が必要となりますので、役場産業建設課にお問い合わせください。
すでにモニタリング検査にご協力いただいている方は、引き続きご協力をお願
いいたします。
現時点（５月６日）で県モニタリング検査を実施した結果について、下記の
とおりお知らせします。

◎県モニタリング検査済の山菜
今年度分の『ふきのとう・こごみ・えら・たらのめ・うど』は検査済であり、
問題ありませんのでご安心ください。
※なお、モニタリング検査を受ける必要がある品目については、令和４年４月
１日（金）発行のお知らせ版を覧ください。

※

ポ

福島県では「狩猟免許」を取得しようとする方に対して、令和４年度の狩
猟免許試験を下記のとおり実施します。
１試験の期日・会場
回数
試験期日
試験会場
免許の種類
第１回 ７月２日㊏ アピオスペース（会津若松市インター西 90） わな猟のみ
第２回 ８月６日㊏
郡山市労働福祉会館（郡山市虎丸町 7-7）
全て
第３回 ９月 25 日㊐
第４回 10 月 16 日㊐ 福島県青少年会館（福島市黒岩字田部屋 53-5）わな猟のみ
全て
第５回 11 月 19 日㊏ 郡山市労働福祉会館（郡山市虎丸町 7-7）

三島町健康講座のお知らせ

三島町健康講座は、健康づくり・介護予防に関心がある方や身体機能の低下や
健康面に不安がある方が、様々なゲームやレクリエーション・ものづくり・運動な
どを通して、楽しみながら健康づくりに取り組む定期的な集いの場です。
「人と会っておしゃべりしたい」
「とにかく出掛ける場所が欲しい」方も大歓迎です！
○日 時 ①５月 12 日㊍

②５月 19 日㊍ 午前 10 時から正午頃まで

○会 場 町民センター ふれあいの間
○持参品 健康ポイントカード、飲み物、筆記用具
○内 容 ①頭と体を動かして楽しく認知症予防！
②ゲームレクリエーション「スポーツガラッキー」

問産業建設課 産業建設係 ☎（48）5566

令和４年度福島県狩猟免許試験のご案内

～目指せ！健康寿命＋ 10 歳 ( プラステン ) ～

※

ポ

こらんしょ運動教室のお知らせ

体を動かすことを目的とした集いの場を開催いたします。自宅ではやる気が
でない、一人では続かない方も、健康づくりの仲間と一緒に取り組みましょう。
〇日 時 ①５月９日㊊

②５月 24 日㊋
午前 10 時から午前 11 時 30 分

〇会 場 町民センター ふれあいの間
〇講 師 スポーツクラブ JOYFIT
○持参品 健康ポイントカード、飲み物

※狩猟免許の種類は、網猟、わな猟、第一種銃猟、第二種銃猟の４種類です。
２受験申し込みの受付期間
回数
受付期間
第１回 ５月２日㊊から６月３日㊎
第２回 ６月６日㊊から７月８日㊎
第３回 ７月 25 日㊊から８月 26 日㊎
第４回 ８月 15 日㊊から９月 16 日㊎
第５回 ９月 16 日㊎から 10 月 21 日㊎

問地域包括支援センター ☎（48）5045

※

ポ トレーニング教室のお知らせ

トレーニング教室を下記のとおり開催いたします。定員になり次第、締切と
なりますのでお早めにお申込みください。

３その他
・受験資格や申し込みに必要な書類等については、福島県自然保護課のホーム
ページ（http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035b/）をご確認いただくか、
役場産業建設課までお問い合わせください。
・受験申し込み先は、会津地方振興局県民生活課となります。
問産業建設課 産業建設係
☎（48）5566
会津地方振興局 県民生活課 ☎ 0242（29）5295

令和４年度 総合健（検）診のお知らせ
町の総合健（検）診を以下のとおり実施いたします。1 年に１度は必ず受診
しましょう！（詳しくは４月 15 日発行のお知らせ版をご確認ください。
）

○日 時

①５月 10 日㊋ ②５月 24 日㊋

※５月から火曜日の開催へ変更となります。

【昼の部
（90 分コース）
】午後 1 時 30 分～午後 3 時
【夜の部
（60 分コース）
】午後 6 時 30 分～午後 7 時 30 分
○会 場 桐の里倶楽部（トレーニングルーム）
○対象者 町内に在住もしくは勤務する 18 歳以上の方
（保護者同伴の中学生・高校生も可）

○講 師 スポーツクラブ JOYFIT（会津ゼネラルグループ）
○申込み 昼の部・夜の部それぞれ先着 12 名までです。
各開催日の 3 日前まで下記担当へお申込みください。
※各日程、各コース毎に申込者が 5 名に満たない場合は、開催を見
送りますのでご了承ください。
問町民課 保健福祉係 ☎（48）5565

【日 程】 ６月 26 日㊐～ 28 日㊋
【場 所】 三島町町民センター
問町民課 保健福祉係 ☎（48）5565

※

ポ

出張！三島町健康講座

三島町健康講座を各地区に出張し、
開催いたします。
５月から７月にかけては、
竹田綜合病院の理学療法士を講師に、自宅でも楽しく運動できる内容を紹介い

※

ポ

公民館講座のお知らせ

下記のとおり公民館講座を開催いたします。初心者の方や運動が苦手な方で
も安心して参加できるプログラムを行っていますので、是非ご参加ください。

●ヨガ教室 講師 ヨガインストラクター 上野 沙紀 先生

たします。ご自身の体の動きや運動の仕方について、専門職に相談できる機会

月 日
内 容
５月 25 日㊌ やさしいヨガ

時 間
18：30 から 19：30 まで

にもなりますので、ぜひご参加ください。

６月 ３日㊎ らくのびヨガ

10：00 から 11：00 まで

下記以外の各地区の開催日程については、順次お知らせ版で告知いたします。
対象地区
大谷地区

日 程
５月 10 日㊋午後１時～

会 場
大谷活性化センター

桑原・中平地区

５月 17 日㊋午前 10 時～

桑原集会所

持参品：飲み物、健康ポイントカード

問地域包括支援センター ☎（48）5045

●太極拳教室 講師 志田 明恵 先生
月 日
５月 ９日㊊
５月 18 日㊌

会 場

町民センター
ふれあいの間

時 間

会 場

18：30 から 20：30 まで

町民センター
大ホール
問公民館 ☎（48）5599

※ ポ …みしま健康ポイントの対象です。カードをご持参ください。
※各種行事やイベントについては、コロナウイルス感染防止対策にご協力をお願いいたします。また、感染症拡大の状況により急遽中止す
る場合もありますので、ご了承ください。
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