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３年ぶりに観客を受け入れて

「勝常念佛踊り」開催
４月２８日（木）、勝常寺境内において、春の祭礼「勝常念佛踊り」が３年振りに観客の観覧
を解除し、行われました。
「勝常念佛踊り」は、平成１５年に福島県の重要無形民俗文化財に
指定された会津の風物詩となる伝統行事です。
今年は、薬師堂屋根修理の本格的な工事が始まるため、薬師堂から薬師如来と十二神将が宝
物殿へと移動したことにより、一堂に会した勝常寺の仏像を拝観することができました。
薬師三尊の御前で供養儀式が厳粛に行われた後、勝常念佛踊り保存会の皆さんが踊りと音色
を奉納し、続いて、勝常小学校４年生以上の児童２４名が笛や太鼓を奏で、観客から拍手が送
られました。
また、門前では、祭礼と合わせて勝常集落の方々が販売を行う交流施設「角屋」がオープン
し、多くの人々が集い、大型連休の前に久しぶりの賑やかな一日となりました。

「 阿賀川の洪水 」
阿賀川改修１００周年を迎え、湯川村にも影響を与えた阿賀川洪水の歴史を振り返ります。
【講師】NPO法人会津阿賀川流域ネットワーク理事長 石田 明夫 氏
○日 時 ６月８日（水）午前１０時
○場
所 ユースピアゆがわ 多目的ホール
○参加費 ２００円（資料代他）
○申込締切 ６月６日（月）まで
※当日はマスク着用の上、ユースピア入口に設置の自動体温測定・手指消毒の上ご来場ください。
◎お問い合わせ先

郷土史研究会庶務

古川 洋一

☎︎０９０−２２７４−６５８２
☎︎０２４１−２７−４５０８（FAX兼）
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笈川小学校食育指導について
５月９日
（月）、１２日（木）、１６日（月）の３日間、
笈川小学校全学年の学級活動の時間に元湯川村栄養
士室井つな子さんを講師に招き、食育指導を受けま
した。１・２年生は、
「野菜やお肉の栄養」や「よく
噛んで食べること」について、３・４年生は、「健康
な身体づくり」や「丈夫な骨づくり」について、５・
６年生は、
「砂糖の取り方」や「朝ごはんのはたらき」
について学びました。

農協から両小学校の５年生へ
「農業とわたしたちのくらし」を寄贈
４月１９日
（火）
、会津よつば農業協同組合の長谷川正市 代
表理事組合長と髙橋勝彦 湯川支店長が来庁され、笈川・勝
常両小学校の５年生の皆さんへと、補助教材本「農業とわた
したちのくらし」を寄贈いただきました。これは、「JAバン
ク食農教育応援事業」の一環として、子どもたちが食・環境
と農業への理解を深めるきっかけとなることを目標として取
り組まれています。大切に活用させていただきます。
長谷川正市 代表理事組合長（左）と佐原健一 教育長（右）

会津坂下ロータリークラブからゆがわ幼稚園へ
ままごとキッチン玩具を寄贈
会津坂下ロータリークラブ創立５５周年記念事業としてゆがわ幼稚園に、冷蔵庫４台・ままごとセ
ット４つ・キッチン玩具５台を寄贈いただき、４月１８日
（月）に会津坂下ロータリークラブの猪俣恒雄 直会長をはじ
め、小池久昭 幹事、斎藤裕慈 実行委員長、佐野常則 前会長
を招いて、贈呈式を開催しました。猪俣会長からあいさつを
いただき、年長組の子ども達は大きな声で「ありがとうござ
います」とお礼を伝えました。いただいた玩具は幼児教育に
活かし、大切に使わせていただきます。

ゆがわ幼稚園 春の交通安全教室
５月１３日
（金）、ゆがわ幼稚園にて交通安全教室を行いました。
湯川駐在所 矢部俊一巡査長から、信号の見方についてお話があり、交通安全母
の会の皆さんからは、道路の渡り方などを、劇を交えたクイズ形式で教えていた
だきました。
その後、実際に道路に出て道路の歩き方を学びました。

右、左をし
っかり確認
してから道
路を渡ろう
！
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令和４年度湯川村消防表彰
４月２９日（金）、退団・退任された湯川村消防団前年度幹部の方々に感謝状を贈呈し、勤続２０年
及び１０年の節目を迎える団員についても永年勤続表彰を行いました。
例年、春季消防検閲式において表彰し、表彰状を授与していましたが、本年度は新型コロナウイル
ス感染症対策のため春季検閲式を中止し、表彰式を行わず、直接送付する形で表彰状を伝達しました。
受章者は次のとおりです。
【消防表彰受章者】
（敬称略）
○退任幹部感謝状
（退団１名）
前庶務部長 長谷川 猛（本 部）
（退任１０名）
前 部 長 大竹 勇進（笈川班）
前機関部長 浅野 顕道（ 〃 ）
前 部 長 谷津 拓哉（田中・美田園班）
〃
柏倉
誠（八日町班）
〃
薄
敬純（水谷地班）
〃
小野
武（浜崎・桜づつみ班）
〃
古川
洸（勝常班）
〃
三澤
崇（中ノ目班）
〃
高木 和徳（上扇田班）
〃
小野 正和（北田班）

令和３年度
社員増強運動優良地区表彰
４月２０日（水）、ホテル福島グリ
ーンパレスにて開催された「日本赤
十字社福島県支部令和３年度社員増
強運動」において、本湯川村分区が
優良地区として表彰されました。
この表彰は、社員増強運動推進の
結果、社資目標額に対し実績額が特に
顕著な地区・分区に贈られるもので、
本村のほか、県内で４自治体が表彰
されました。
本表彰を機に、今後も日本赤十字
社の活動や社会福祉活動を充実して
いきたいと思います。ご協力をいた
だいた村民の皆様へ改めて感謝の意
を表します。
誠にありがとうございました。

日赤福島県支部長
（県知事）
から
の表彰状を手にする三澤豊隆 村長

○永年勤続表彰
（２０年勤続６名）
副 分 団 長 中島人志也（第二分団）
部
長 山口
浩（笈川班）
団
員 渡部 威仁（森台班）
〃
一重 忠臣（浜崎・桜づつみ班）
〃
宇佐美大祐（勝常班）
〃
白岩
健（北田班）
（１０年勤続６名）
団
員 小林 貴裕（森台班）
〃
渡部 直也（ 〃 ）
〃
赤井 理明（水谷地班）
〃
角田 龍一（浜崎・桜づつみ班）
〃
田部 克博（北田班）
〃
佐藤 一嘉（堂畑班）

令和３年度湯川村体育協会表彰式
４月２５日
（月）
、
役場応接室において湯川村体育協
会表彰式が行われ、功労賞に、湯川村グラウンド・ゴ
ルフ倶楽部の村沢良一さん
（熊川）が受賞されました。

渡部正美 副会長（左）と受賞された村沢良一さん（右）

地区介護予防事業
実施集落へ飲料水を贈呈
４月１９日（火）、ボランティア連絡会の席上にお
いて開催された「湯川村民生委員協議会」より、介
護予防事業に係る活動支援として、「地区介護予防
事業（通いの場）」実施集落（全２２集落）に対し
飲料水（お茶）
の贈呈がありま
した。
いただきまし
た飲料水は、地
区介護予防事業
の活動において
役立たせていた
だきます。誠に
ありがとうござ
村民生委員協議会 高羽伊一郎 会長（左）と
いました。
「笑って笈川」代表の佐藤兵市さん（右）

⑤

時間：午前9時〜
午前11時30分まで
場所：村長室

予約もできます。☎ 0241－27－8800
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今月の納税
６ 月 日（木）まで

６月10日（金）

令和４年６月１日

納税は
『納期限までに』
お願いします。

令和４年

村では、今年度の個人村・県民税の
⃝
納税通知書を６月上旬に発送します。
税金は、行政サービスの提供に欠か
せない大切な財源です。
必ず納期内に納めましょう。
＊口座振替による振替日も６月 日
（木）
になります。
＊納付の相談は、住民課税務係へお願
いします。
☎０２４１︲２７︲８８２０

「村長との
対話の日」
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不動産取得税の軽減制度
不動産取得税は、土地や家屋を取得したときに一度だけ納めていただく県の税金です。
住宅用の土地を取得してから３年以内に住宅を新築（中古住宅の場合は、１年以内に取得）した場
合や、住宅を取得してから１年以内にその住宅用の土地を取得した場合で一定の要件を満たすとき
は、これらの土地にかかる不動産取得税を減額する制度があります。
また、
三世代同居・近居住宅を取得した際の軽減措置や、
災害や公共収用時などにも減免制度があります。
これらの制度は、ご本人の申請により減額・減免するものなので、該当すると思われる方は、詳し
い要件及び必要書類について、下記へお問い合わせください。
◎お問い合わせ先 福島県会津地方振興局県税部 不動産取得税チーム ☎０２４２−２９−５２５４

児童手当制度が変わります
令和４年６月から児童手当の制度が一部変更になります。
①現況届の提出が原則不要になります。
現況届とは、毎年６月１日における受給者の状況を把握し、支給要件を満たしているかどうかを
確認するものです。
これまでは全受給者に提出をお願いしておりましたが、令和４年６月以降は一部受給者を除き提
出が不要となります。
②所得上限限度額が新たに設けられます。
児童手当は受給者の所得に応じて支給額を決定しています。
今回の改正により、所得制限限度額（児童一人当たり月額５千円支給）に加えて、所得額が所得
上限限度額以上になると児童手当等は支給されません。
なお、詳細につきましては５月末頃に受給者へお送りするお知らせをご確認ください。
◎お問い合わせ先 住民課福祉係 ☎０２４１ー２７ー８８１０

しあわせ金婚夫婦表彰のご案内
結婚して５０年、めでたく金婚式を迎えるご夫婦の皆様おめでとうございます。ご夫婦が力を合わ
せて良き家庭をつくり、地域社会に貢献し、今日の豊かな社会を築き上げた功績は大きなものがあり
ます。その労苦に報い、県民皆でご夫婦の金婚式を祝福し賞状と、おしどり金メダルを贈ります。
○主
催 福島県老人クラブ連合会・福島民報社
○後
援 福島県・福島県市長会・福島県町村会
○表彰該当者 昭和４７年１月１日から同年１２月３１日までに結婚した夫婦全組とします。また、
前回までに届け出漏れのあった夫婦も対象となります。
なお、受付期間以降に申し込まれた方につきましては、来年度での表彰となりますの
でご了承ください。
○受 付 期 間 ７月１日（金）まで（新聞に掲載する都合上、締切厳守でお願いします）
○お 申 込 み 湯川村老人クラブ連合会事務局（村高齢者コミュニティセンター）までお申込みください。
○そ の 他 福島民報新聞紙上、９月の「祝：金婚夫婦」特集で氏名、年齢が掲載されます。
◎お問い合わせ先 湯川村老人クラブ連合会事務局 ☎０２４１－２７－８８９０
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令和５年度湯川村職員（大学卒程度）

一般事務職 採用候補者試験実施のお知らせ
湯川村職員（大学卒程度）採用候補者試験を下記のとおり実施いたします。
１

試 験 職 種

一般事務職

２

採用予定人数

若干名

３

受験資格程度
平成４年４月２日から平成１３年４月１日までに生まれた者（学歴は問いません）
ただし、欠格事項のいずれかに該当する者は受験できません。
欠格事項については、湯川村のホームページまたは下記の申込み・お問い合わせ先で
ご確認ください。

４ 試験の方法
（１）第１次試験

・教養試験（大学卒程度）
・各種適性検査
（２）第２次試験 第１次試験合格者に対して、主として人物についての面接、小論文及
び集団討論等による試験を行います。（新型コロナウイルス感染症対
策により一部変更が生じる場合があります。）

５

第 １ 次 試 験 日 令和４年７月１０日（日）

６ 第１次試験会場 福島大学 福島市金谷川１番地
※受験者数により変更になる場合もあります。
７ 受験手続及び受付期間
（１）申込用紙の請求
申込用紙は、「湯川村役場総務課」で交付します。
郵便により申込用紙を請求する場合は、封筒の表に受験する試験名「採用試験（大
学卒程度：「一般事務職」）用紙請求」を朱書きし、１２０円切手を貼った自分宛明
記の返信用封筒（角型２号）を必ず同封してください。
（２）申込の方法
申込用紙に必要事項を記入して、「湯川村役場総務課」に提出してください。
申込書を郵送する場合は、封筒の表に申込みをする試験名「採用試験（大学卒程
度：「一般事務職」）申込」を朱書きし、８４円切手を貼った自分宛明記の返信用封
筒を必ず同封してください。
（３）申込書受付期間及び時間
○受付期間 令和４年５月１１日（水）から令和４年６月１０日（金）まで
※郵便により申込書を提出する場合は、令和４年６月８日（水）までの消印のあるも
のに限り受け付けます。
○受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで
※土曜、日曜並びに祝祭日の受付は行いません。
８

申込み・お問い合わせ先
〒９６９−３５９３ 福島県河沼郡湯川村大字清水田字長瀞１８番地
湯川村役場総務課 ☎︎０２４１−２７−８８００ ＦＡＸ ０２４１−２７−３７６０
Ｅメール soumu@vill.yugawa.fukushima.jp
ホームページ http://www.vill.yugawa.fukushima.jp
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投票所変更のお知らせ
湯川村選挙管理委員会では投票所（投票区）の見直しを行い、次回の第２６回参議院議員通常選挙
から湯川村の投票所を１ヶ所に変更することといたしました。
選挙当日の投票所が１ヶ所となりますので、選挙が近づきましたら送付される入場券をご確認の
上、お間違えのないようにお願いします。

【変更後】

【変更前】
笈川投票所
（場所：笈川小学校）

湯川村投票所

（場所：湯川村役場
村民ホール）

勝常投票所
（場所：勝常小学校）
◎お問い合わせ先

湯川村選挙管理委員会

☎０２４１－２７－８８００

「第１４回総合教育会議」開催のお知らせ
第１４回の湯川村総合教育会議を下記により行いますので、お知らせします。
記
○日 時
○場 所
○その他

６月２日（木） 午後４時から１時間程度
湯川村役場 会議室
傍聴が可能です。（新型コロナウイルス感染症対策としてマスクの着用をお願いします。）
なお、個人情報にかかわる案件の場合は一時退室をお願いすることがあります。
◎お問い合わせ先 総務課総務係 ☎０２４１－２７－８８００

「特設人権相談所」及び「特設行政相談所」
開設のお知らせ
６月１日は人権擁護委員法が施行された日です。法務省及び全国人権擁護委員連合会は、この日を
「人権擁護委員の日」と定め、６月１日を中心に、人権擁護委員が特設人権相談所を開設して人権相
談に応じるなど、全国的な啓発活動が実施されます。
湯川村では、人権に関する困りごとや悩みごとの相談を受け付ける人権相談所を、行政相談所と合
同で下記のとおり開設します。
行政相談は、役所（国、県及び市町村）や特殊法人（NTT、JRなど）の仕事についての相談に応じ、
その解決をお手伝いするものです。
相談はともに無料で、秘密は厳守されます。お気軽にご相談ください。
○日 時 ６月１８日（土） 午前１０時～正午
○場 所 湯川村役場 ミーティングルーム
○相談員 鈴木 隆さん（人権擁護委員） 五十嵐 喜浩さん（人権擁護委員） 大関 清憲さん（行政相談委員）
◎お問い合わせ先 総務課総務係 ☎０２４１－２７－８８００
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総合健診のお知らせ
感染症予防のために、
新型コロナウイルスへの感染を防ぐため、本年度も地区割を設定して密集を
みなさまのご協力を
避ける対応を取らせていただきますので、ご協力ください。
お願いします！
《受診に際しての確認・連絡事項》
①健診前当日は、体温を測定してから受診してください。
②健診会場へは上履きを持ってきていただき、マスクを着用してください。
③６月１４日
（火）のみ午後の時間帯も健診を行います。
④胃がん検診を希望する方は、６月１２日
（日）
、１３日
（月）
のそれぞれ指定された時間帯で受診してください。

総合健診会場：湯川村体育館
実

施

日

集合時間

※指定日以外での受診を希望される場合は必ず保健センターへご連絡ください。

集

落

名

食

事

歯科医院名

胃がん検診を希望する
午前7時30分
笈川地区※１の方
中島歯科医院
６月１２日
（日）
午前8時
西八日町
前日の夜９時
【歯科受付時間】
までに飲食を
午前8時30分 東八日町
＊バリウムによる
午前8時15分〜
済ませましょう
午前9時
水谷地
胃がん検診あり
午前10時
午前9時30分 米丸・桜づつみ
午前10時
美田園・三島・穂花
胃がん検診を希望する
午前7時30分
勝常地区※2の方
酒井歯科医院
６月１３日
（月）
前日の夜９時
午前8時
北田
【歯科受付時間】
までに飲食を
午前8時３０分 上樽川・中台
＊バリウムによる
午前8時15分〜
午前9時
五丁ノ目・上扇田・石伏 済ませましょう
胃がん検診あり
午前10時
午前9時３０分 中扇田・下扇田
午前１０時
堂畑
午前7時３０分 高瀬
小久保歯科医院
午前8時
沼ノ上
前日の夜９時
午前8時３０分 浜崎1・浜崎２
【歯科受付時間】
までに飲食を
午前9時
浜崎３・浜崎４
午前8時15分〜
済ませましょう
６月１４日
（火） 午前9時３０分 笠ノ目
午前10時
午前10時
王領・田中
当日朝８時まで
笈川
＊胃がん検診なし 午後1時
玉木歯科医院
に飲食を軽く済
午後1時３０分 森台
【歯科受付時間】
ませましょう
午後２時
松川団地・上田谷地
※3
午後１時１５分〜
単独検診受診希望
飲食可
午後２時３０分
午後２時３０分
要予約
午前7時３０分 勝常１・勝常２
大友歯科医院
午前8時
勝常３・勝常４・勝常５
前日の夜９時
６月１５日
（水）
午前8時３０分 佐野
【歯科受付時間】
までに飲食を
午前9時
中ノ目
午前8時15分〜
＊胃がん検診なし
済ませましょう
午前9時３０分 熊川・亀ヶ代
午前10時
午前10時
下樽川
※１笈川地区：笈川・王領・田中・笠ノ目・米丸・森台・八日町・松川・高瀬・水谷地・上田谷地・
沼ノ上・浜崎・桜づつみ・美田園
※２勝常地区：勝常・五丁ノ目・佐野・中ノ目・熊川・上扇田・亀ヶ代・上樽川・石伏・下樽川・
中扇田・中台・下扇田・北田・堂畑・三島・穂花
※３単独検診受診希望者：結核検診・大腸がん検診・血液検査（肝炎ウイルス検査・ピロリ菌検査・前立腺
検査・風しん抗体検査）だけを希望されている方が対象となります。事前に電話で申し込みが必要です。
＊今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、やむを得ず総合健診を延期または中止する
場合があります。その場合は、村ホームページや回覧などを通じてお知らせします。
総合健診に関するご案内は集落の保健委員さんが配付しております。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、関係書類等は郵便受けに投函させていただいてお
りますので、ご了承ください。
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「転ばぬ先の体つくり体操」
体操」で
フレイル（虚弱）予防！①
コロナウイルス感染症の予防は

手洗い×睡眠・食事×運動
ウイルスを寄せ付けないように免疫力を高めましょう。
免疫力は食事（腸内細菌を整えること）、十分な睡眠、

体温を上げる運動（筋トレ）で維持・向上が可能です！
太もも・ふくらはぎ

①太ももの付け根から
足先へ
②足先から太ももへ
（各１０回）

かかとあげ（１０回）

両足一緒にかかとを上
げてゆっくりおろす

足首伸ばし（１０回）

①両足一緒に足先を上
げておろす。
②交互に足先を上げて
おろす。

監修：地域リハビリテーション広域支援センター（竹田綜合病院）

☆今回は足の運動が中心でしたので、次回は「腕の運動」をご紹介します。

令和４年度
令和４年度一般廃棄物収集許可業者一覧
一般廃棄物収集許可業者一覧

今年度村が許可している一般廃棄物収集業者は、以下のとおりとなります。
粗大ごみや一度に多量のごみを出す場合は、下記業者にお問い合わせください。
今年度村が許可している一般廃棄物収集業者は、以下のとおりとなります。
粗大ごみや一度に多量のごみを出す場合は、下記業者にお問い合わせください。
廃棄物収集運搬業者
廃棄物収集運搬業者
名
称
所 在 地
電話番号
名
称
所 在 地
電話番号
湯川クリーン
湯川村大字熊ノ目字居花1396番地
0241―27―4419
湯川クリーン
㈱あいづダストセンター 湯川村大字熊ノ目字居花1396番地
会津若松市神指町大字南四合字才ノ神461番地 0241―27―4419
0242―36―5351

㈱あいづダストセンター
会津若松市神指町大字南四合字才ノ神461番地
0242―36―5351
荒川産業株式会社
喜多方市字屋敷免3960番地
0241―21―1511
荒川産業㈱
喜多方市字屋敷免3960番地
0241―21―1511
㈲東北環境エンジニア
会津坂下町大字金上字的場37番地
0242―84―3680
㈲東北環境エンジニア
会津坂下町大字金上字的場37番地
0242―84―3680
㈱佐藤総業
会津若松市一箕町大字八幡字柏木13番地2
0242―24―5933
㈱佐藤総業
会津若松市一箕町大字八幡字柏木13番地2
し尿・浄化槽汚泥汲み取り業者
し尿・浄化槽汚泥汲み取り業者
名
称
所 在 地
湯川村大字田川字宮ノ北丙
名
称
所 在 地
湯川清掃社
28番地
湯川清掃社
湯川村大字田川字宮ノ北丙28番地

0242―24―5933
電話番号
電話番号
0241―27―3176
0241―27―3176

※収集許可業者に、運搬、ごみ処理を依頼する場合は、有料となります。
※料金は、それぞれの業者にお問い合わせください。
※なお、自己搬入にてごみ処理場へ持ち込む場合は、必ず村の許可証が必要となりますので、搬入す
る前に、ほけん係までお越しください。
◎お問い合わせ先

住民課ほけん係

０２４１ー２７ー８８３０
☎︎０２４１ー２７ー８８３０
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湯川村地域おこし協力隊通信
Vol.1

製作：湯川村地域おこし協力隊

玉川

瑠里子

初めまして。この度、令和４年４月１日から湯川村地域おこし協力隊「農業
振興担当」に着任しました玉川 瑠里子（たまがわ るりこ）と申します。
湯川村農産物（湯川米等）の知名度向上に向けた活動や、SNS等での情報発
信を通して湯川村のPRをしていきますので、よろしくお願いします。
この場で少し自己紹介をさせていただきます。出身は千葉県です。湯川村に
は親戚が住んでおり何度か休みを利用して遊びに来ていたことがあります。
湯川村に来た理由は、自然の多い環境に囲まれた場所で自分の興味のある農
業などを深めていきたいと思ったからです。今回、地域おこし協力隊のご縁をいただき現在に至ります。
湯川村のお米や会津で採れたお野菜を幼い頃から食べてきたので、私もこの地域で何かできること
をしたいと思っています。また、米粉を使用したお菓子作りも好きなので、米粉の魅力も広げていき
たいです。
最後に、趣味はウォーキングです。湯川村の山に囲まれた景色を眺めながらのウォーキングはとて
も気持ちが良いです。四季の変化を感じながら歩くことができるのも今後たのしみです。
湯川村の皆さん、これからどうぞよろしくお願いします。

イベント 01

４月に行われましたイベントの様子をお届けします♪

４月２３日（土）、「道の駅あいづ」にて、≪湯川村・会津
坂下町 ぐるっと観光案内しちゃいます≫を開催しました。
会津湯川の里と一緒に、販売を行いました。
会津坂下町からは、お蕎麦やお野菜、加工食品などの販
売を、湯川村からは、湯川米や米粉麺、あじさいの手の米
粉のシフォンケーキや加工品、武田瑞也さん（亀ヶ代）が
育てている地鶏の卵の販売を行いました。また、
「ふるさと
納税」のＰＲも同時に行いました。当日はたくさんのお客
様で賑やかな雰囲気となりました☆

イベント 02
４月２８日
（木）
、国重要文化財「勝常寺薬師堂」の向かいに、交流施設「角屋（かどや）」が
オープンし、オープニングイベントが行われました。オープン開始から多くのお客様にお越し
いただきました。
角屋は、湯川村の特産品やハンドメイド作品等の販売スペースとして使用され、今後は地域
の方々の新たなコミュニティスペースや勝常寺にお参りに来た方の休憩スペースとして利用し
ていただけます。
なお、こちらの建物は、勝常集落の住民有志でつくる【勝常区活性化対策委員会】が整備し、
参道沿いの塀は『黒塀プロジェクト』事業によってリメイクされた「黒塀」が設置されており
ますので、ぜひご覧ください。
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労働困りごと相談窓口
賃金未払い、解雇、退職などの労使間のトラブルに関する困りごとや疑問についての相談をお受け
します。相談は無料で秘密は厳守します。
相談は、平日の面談や電話での相談のほか、電子メールで随時受け付けています。お気軽にご相談
ください。
○相 談 方 法 ［来所］福島市中町８番２号 県自治体館４階
［電話］☎０２４ー５２１ー７５９４ ［電子メール］ホームページより受付
○相 談 受 付 時 間 ［来所・電話］午前８時３０分〜正午、午後１時〜午後５時 ［電子メール］随時
◎お問い合わせ先 福島県労働委員会事務局 ☎０２４ー５２１ー７５９４

自筆証書遺言書保管制度をご存知ですか？
令和２年７月１０日から始まった自筆証書遺言書を法務局で保管する制度について、法務局職員に
よる説明会を開催します。
福島地方法務局を拠点としてWeb会議システムを利用し、相馬・郡山・白河・会津若松・いわき
にある法務局をつなぎますので、遠方の方でも参加可能です。事前予約が必要ですが、参加は無料と
なっていますので、是非ご参加ください。
○日
時 ６月２８日（火）、７月２８日（木）、８月３０日（火）、９月２０日（火）
いずれも午前１０時から１時間程度
○申込方法 福島地方法務局供託課へ電話で申込み
◎お問い合わせ先 福島地方法務局供託課 ☎０２４ー５３４ー１９７１

会津地域若者サポートステーション
１５歳～４９歳の「就活」を支援している【会津地域若者サポートステーション】は、就活におい
て悩みや不安がある方の職業的自立に向けた就労相談窓口です。就職決定後もサポートが可能です。
ご来所が難しい場合は、オンライン相談・各ハローワークでの出張相談も実施しております。ご利用
は無料ですのでお気軽にご相談ください。
○主な支援
個別相談・職場体験・各種講座（Excel・Word講座、ビジネスマナー、履歴書作成支援、
面接攻略セミナーなど）
◎お問い合わせ先
会津地域若者サポートステーション（住所：ヨークベニマル一箕町店隣接テナント）
Mail
（月～土曜日 午前９時～午後６時／木曜日 午前９時～午後７時／閉所日 日曜、祝祭日）
☎０２４２ー３２ー００１１
［E-mail］info@job-sapo.com ［HP］https://www.job-sapo.com/
［LINE］@bxo7246m
［Twitter］@aizusapost
HP

会津大学

女性のための I T キャリアアップ塾

⃝募集コース及び受講費用
「ＩＴ基礎・Ｗｅｂデザイン基礎コース」 定員４５名 受講費用２０, ０００円
「プログラマ基礎コース」
定員４５名 受講費用４０, ０００円
⃝対 象 者
県内企業等に就業・起業等を希望する女性
⃝募集期間
５月２０日（金）～６月２０日（月）
◎お問い合わせ先
会津大学女性のためのＩＴキャリアアップ塾事務局 ☎０２４２－３７－２７６８
詳しくは会津大学HP（https://www.u-aizu.ac.jp/）をご覧ください。

６６７号

令和４年６月１日

広報 ゆがわ

発行

⑫

消防署からのお知らせ

危険物安全週間

【実施期間】６月５日（日）～６月11日（土）

「一連の 確かな所作で 無災害」
危険物安全週間が、６月５日（日）～６月１１日（土）まで全国一斉に実施されます。危険物は、「使用方法や取り扱い
方法」を誤ると、火災になりやすく、非常に危険で人命さえも失うことになりますので、「取り扱い」や「保管」に充
分注意してください。
◎お問い合わせ先 会津若松消防署十文字出張所 ☎︎0242－75－2151 ＦＡＸ 0242－75－2196

防災メールの
登録について

○防災メール 登録の仕方
から
「登録用メールアドレス」に空メール（件名、本文が入力されていないメール）
を送信していただくと登録ができます。

～新規登録の流れ
（例）
～
新規メール作成画面

登録用メールアドレス

j_yugawa@j.bmb.jp

宛先 j_yugawa@j.bmb.jp
皆さんが持っている携帯電話やパソコン
登録用メールアドレスを入力
のメールアドレスを村に登録していただく
件名
と、地震・気象情報及び国民保護（テロや、
メール送信
本文
ミサイルの飛来等）に関する情報や災害時
における避難指示などの情報をメールで受
※迷惑メール対策によるパソコンからのメールを
け取ることができます。
受信拒否している場合はメールを受け取ることができません。
まだ防災メールを登録していない村民の
j_yugawa@j.bmb.jp が受信できるように携帯・スマートホンの設定をお願いします。
皆さんは、災害時に対する備えとして、ぜ
なお、設定の方法がわからない場合などは、各携帯電話会社にお問い合わせください。
ひご登録をお願いします。

登録
完了

会津坂下警察署からのお知らせ
管内で当選金
名目の詐欺が
発生！

本年５月に、会津坂下警察署管内で、高額当選金の保証金などの名目で電子マネーを購入させた上で、電子マネーを
利用するために必要な番号をメールで送らせるという詐欺被害が発生しました。
電話やメール、SNSのメッセージ機能で「高額当選金が当たりました」というような内容が届いた場合には、詐欺
を疑い、家族や警察に相談しましょう。

警察官・警察事務職員募集中！

○警察官Ａ・Ｂ受付期間・試験日程
警察官Ａ（大学卒程度）
1989年
（平成元年）
4月2日以降に生まれた方で､ 大学を卒
受 験 資 格 業した方又は2023年
（令和5年）
3月末日までに大学を卒業
する見込みの方。
受 付 期 間 ７月２５日（月）～８月１９日（金）
第１次試験日 ９月１８日（日）
第１次試験合格発表 １０月４日（火）
第２次試験日 １０月２７日（木）～１０月２８日（金）
最終合格発表 １２月２日（金）
○県職員
（大学卒程度・高校卒程度）受付期間・試験日程
県職員 警察事務（大学卒程度）
次の①②のいずれかに該当する方。
①1987年（ 昭 和62年 ）4月2日 か ら2001年（ 平 成13年 ）4月1
日までに生まれた方。
受 験 資 格 ②2001年
（平成13年）
4月2日以降に生まれた方で、次のい
ずれかに該当する方。
・大学を卒業した方又は2023年（令和5年）3月末日までに卒業見込みの方。
・人事委員会が上記に該当する方と同等の資格があると認める方。
受 付 期 間 ４月１８日（月）～５月２０日（金）
第１次試験日 ６月１９日（日）
第１次試験合格発表 ６月２９日（水）
第１回：７月７日（木）～７月１４日（木）
第２次試験日
第２回：７月２８日（木）～８月４日（木）
最終合格発表 ８月１７日（水）

警察官Ｂ（高校卒程度）
1989年（平成元年）4月2日から2005年（平成17年）4月1日ま
でに生まれた方。※大学を卒業した方または2023年（令和5
年）3月末日までに大学を卒業する見込みの方を除きます。
７月２５日（月）～８月１９日（金）
９月１８日（日）
１０月４日（火）
１０月２３日（日）～１０月２６日（水）
１２月２日（金）
県職員 警察事務（高校卒程度）
2001年（ 平 成13年 ）4月2日 か ら2005年（ 平 成17年 ）4月1日
までに生まれた方。
※この期間に生まれた場合であっても、大学を卒業した方
又は2023年（令和5年）3月末日までに大学を卒業する見込
みの方は除きます。
８月１日（月）～８月１９日（金）
９月２５日（日）
１０月４日（火）
第１回：１０月１２日（水）～１０月１４日（金）
第２回：１０月２７日（木）～１０月３１日（月）
１１月９日（水）

湯川村内街頭犯罪等発生状況（令和 4 年 4 月30日現在）
区

分

管 内
湯川村
特

徴

強

事務所 出
盗 空き巣 忍込み
荒 し 荒

街
頭
犯
罪
街頭犯罪 その他
部 品 強 制 合 計 刑法犯等 全刑法犯
店 自 動 車 オートバイ 自 転 車 自 販 機 車 上
ひったくり
ね ら い わいせつ
し
盗
盗
盗
ねらい ねらい
0
10
10
0
1
1

外出する際はしっかり戸締まりをしましょう。
また、不審者や不審車両を見かけたら、すぐに通報してください。

※その他刑法犯等には、暴行、傷害、万引き、詐欺、
器物損壊などの犯罪発生件数が含まれます。
※上記発生件数は、令和 4 年 1 月 1 日からの
累計数となっています。

お誕生おめでとうございます

月 の行事予定

１日
（水）
交通事故ゼロ
歩行者優先の日
日
（火）
６月議会定例会召集日
（予定）

かるく

つでも

きに

づけて

（令和 4 年 4 月30日現在）

謹んでお悔やみ申し上げます

６
14

（年齢）

一声運動を普及しましょう。
湯川村青少年育成村民会議

※この欄に掲載を希望しない方は、住民課福祉係へ
申し出てください。

村の木

村の鳥

アジサイ

イチョウ

カッコウ

79歳
101歳
99歳
87歳
58歳
和江
千代
信子
信也
智子

つ
さ
い
あ

瀬

人）

あいさつ運動
高

（本

田
崎
常
常
川
北
浜
勝
勝
笈

たいよう

太陽

大輔
千晶

春輝

台

田部

（子）

一行
朝美

（両

親）

岩沢
中

小野
佐藤
兼子
齋藤
伊
（地区）

はるき

（４月受付）

村の花

村民の文芸

発表のひろば
湯 川 俳 句 会
ランドセル傍に置かれし夏帽子
玄関に真白い花の夏来たる
鈴木 静代
餅好きの佛高齢餅を焼き
ヒヤシンス園に植え付け旅立ちぬ
鈴木 清子
楓の芽するどく天に狭庭かな
沈丁花さりとて歩み狭くせり
小林喜久雄
木登りの春の野良猫爪をとぐ
春の陽や雑草抜きて肩痛し
鈴木 玲子
紅さして染井よしのは楚 々と立つ
庭 々のこぶし探して日帰り湯
坂内まんさく
籾種の芽吹き揃いて田のはづむ
地下足袋の歩幅で今も薯を蒔く
鈴木智恵子
桜追い北へと向かう二人旅
遠方の友に俳句の花だより
吉良 成子
お土産の揃いしリュック若葉風
豌豆の蔓絡ませてたなごころ
小野 比呂

人の動き（５月１日現在）
総人口
（前月比）
総人口 3,119人（ 4）
男
1,525人（ 8）
女
1,594人（△ 4）
世帯数 1,025世帯（ 3）

令和 4 年 令和 4 年 令和 3 年
４月
累 計 （1月～12月）
人身事故
0
1
1
物損事故
6
26
83
死 亡 者
0
0
0
傷
者
0
0
0
合
計
6
27
84
交通死亡事故ゼロ日数
1688日

家庭の話し合い、一緒の
食事の励行、親子ふれあい
運動を実施しましょう。
（地区）

村内の交通事故
毎月「第３日曜日」は
「家庭の日」です

戸籍の窓口

発行
令和４年６月１日
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沃 野 湯 川 会

野ソ駆除の薬貰へど我家には

猫ちゃん四ひき畑には振れぬ

箱を出し紙敷き土入れハウスかけ

一つ終ふごと息吐く古稀は

仙台の大学病院四月より

孫看護師にしばらく会えぬ

土詰めも今年は孫の手伝ひなく

静かに終り灯も点かぬ部屋

農婦われやり残しなど何もない

春の陽届く縁にまどろむ

兼子 春江

小林 和子

鈴木トシ子

妙子

坂内タミ子

吉田

渡部

鈴木

子

久子

鈴木 悦子

四月より埼玉の人となる孫の荷物

つめやる母の目赤し

大根を蒔きゐる吾に吹きかかる

今年最後の名残りの雪か

夫の友八十路なりしも若 々し

こごみを持ちて穏やかに笑む

湯川村総務課 〒９６９ ―３５９３

福島県河沼郡湯川村大字清水田字長瀞１８番地

編集
発行

６６７号

令和４年６月１日

広報 ゆがわ
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第３４回ふくしま駅伝希望ふくしまチーム
第３４回ふくしま駅伝希望ふくしまチーム
湯川村選手候補者募集のお知らせ
今年で第３４回となる市町村対抗福島県縦断駅伝競
走大会（ふくしま駅伝）が、１１月に開催されます。
湯川村では今年度も、７町村合同チーム「希望ふくし
ま」として出場します。
つきましては、湯川村選手候補者を募集いたします
ので、長距離走が好きな方、ふくしま駅伝に出場して
みたいという方など、チームの一員として一緒に走っ
てみませんか。ご応募をお待ちしております。また、
有力な選手候補者の情報もお待ちしています。
○応募資格 ・中学生以上の村民または本村出身者
・男子が６～１０㎞、女子３～４㎞を
完走できる方
○応募締切 ６月３０日（木）
○選手選考 合同チームの練習会及び選考レースの記
録により選考会が行われ選手決定します。
◎申込・お問い合わせ先
湯川村教育委員会 社会教育課社会教育係 ☎０２４１−２７ー４１０７

⑭

もうすぐ１才 になります

つむぎ

荒井 紬ちゃん（穂花）
とてもかわいい名前だから迷わずに
つけました。
人との縁を大切にして、自分らしさ
に自信を持ち、すてきな人生をつむい
でほしいです。

☎ ０２４１ ―２７ ―８８００
ＦＡＸ ０２４１ ―２７ ―３７６０

食生活改善推進員（食改）さんおすすめ「免疫力アップ
免疫力アップと
と減塩おかず
減塩おかず」
」

もやしでくるくるポーク
材料（２人分）一人当たり280kcal たんぱく質21g 塩分1.3g
●豚肉（ロース）…… ２００g
●もやし…………… １００g（１/ ２袋）
●ポン酢しょうゆ… 大さじ１
●付け合わせ……… 季節の野菜
作り方

免疫力アップさせる食材

★豚肉(ロース)の赤身
豚肉のビタミンB1には疲労回復効果！
免疫力アップを目指しましょう。

メールアドレス

ホームページアドレス

減塩効果
ポン酢しょうゆの酸味で減塩効果！
豚肉のうまみ、もやしの甘味と歯ご
たえで調味料少なめでも美味しくさ
わやかな一品。
1日の食塩摂取量

①もやしを洗う
②①を豚肉の上に等分にのせ、くるりと巻く
③フライパンを熱して②の巻き終わりを下にして入れ、ポ
ン酢しょうゆを回しかけて煮立ったら中火で肉に火が通
るまで煮る
【ヘルシーに食べる方法】
・豚肉を赤身にすることで脂身を避ける。
・油を使わず、蓋をして蒸す。

男性７. ５g未満

女性６. ５g未満

http://www.vill.yugawa.fukushima.jp
yugawa@vill.yugawa.fukushima.jp

総務省からのお知らせ
６月１日〜１０日は「電波利用環
境保護周知啓発強化期間」です。
電波は、ルールを守って正しく使
いましょう。

福島

◎電波の混信・妨害についての
お問い合わせは
総務省東北総合通信局相談窓口
☎０２２−２２１−０６４１まで

