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自衛官等採用試験のお知らせ 防衛省自衛隊では、下記のとおり自衛官を募集します。

募集種目 資格 受付期間（締切日必着） 試験期日

防衛大学校学生 一般 高卒（見込含）21歳未満の方 ９月５日㈭～９月 30日㈪ １次　11月９日㈯・10日㈰

防衛医科大学校医学科学生 高卒（見込含）21歳未満の方 ９月５日㈭～９月 30日㈪ １次　10月 26日㈯・27日㈰

防衛医科大学校看護学科学生 高卒（見込含）21歳未満の方 ９月５日㈭～９月 30日㈪ １次　10月 19日㈯

※試験期日等は、いずれも予定です。詳細については、下記へお気軽にお問合せください。
　自衛隊福島地方協力本部　郡山地域事務所　☎ 024-932-1424

訪問理美容サービス助成事業が
始まります

　10月から寝たきりなどで理容店・美容院に行く
ことが困難な方を対象に、訪問により自宅で理美容
サービスを受ける際の費用を助成します。
●利用できる方：在宅の方で、次のいずれかに該当
し、外出して理美容店へ行くことが困難な方
①要介護認定で３～５の認定を受けている方
②身体障害者手帳１級または２級の交付を受けてい
る方
●利用できる店舗：町で指定している理美容店での
みご利用いただけます。
●助成額：訪問理美容サービスの利用１回につき
1,000 円
※申請月により利用できる回数が異なります。

問　福祉こども課　☎ 62-2210

うつくしま地球温暖化防止活動
推進員養成研修会の開催について

　県では、地球温暖化の現状や影響、対策等につい
て学習した上で、地域の人たちとともに理解を深め
る活動を積極的に行う「うつくしま地球温暖化防止
活動推進員」を養成する研修会を開催します。

●対象：地球温暖化防止活動に関心があり、地球温
暖化防止活動推進員の委嘱を受けたい方
●日時：10月 18日㈮　13時 30分～ 16時
●場所：郡山市中央公民館　第４講義室
●研修概要：地球温暖化の現状と対策、そして推進
員の活動について地域における気候変動対策など
●申込締切：10月 11日㈮
●受講料：無料
●定員：30 名（先着順）
●申込・問い合わせ先
福島県地球温暖化防止活動推進センター（特定非営
利活動法人うつくしまＮＰＯネットワーク）
〒 963-8835　郡山市小原田２-19-19
☎ 024-953-6092　FAX 024-953-6093
E メール　uketsuke@fukushima-ondankaboushi.org
※ FAX、郵便、Eメールにてお申し込みください。

高齢者を対象とした配食サービスについて

　在宅の高齢者に対して、栄養バランスのとれた食
事の配達と、利用者の方の安否確認を行うサービス
を実施します。
　ご利用を希望される方は、担当のケアマネジャー
や町包括支援センターへご相談ください。
●対象者：75 歳以上の一人暮らし又は 75歳以上
のみの世帯の方で、食事を作ることが困難な方
●実施日：毎週火曜日から金曜日のうち希望する曜
日（昼食のみ）
●利用料金：一食 400円

問　福祉こども課　☎ 62-2210

須賀川地方保健環境組合職員
（高校卒程度）を募集します

●募集職種・採用予定人数：一般事務・１人程度
●採用予定日：令和２年４月１日
●受付期間：９月２日㈪～ 10月 11日㈮
●受験資格：平成４年４月２日から平成 14年４月
１日までに生まれた人（学歴は問いません）
●試験会場：須賀川地方保健環境組合
●第１次試験：11月 10日㈰　教養試験、適性検
査、作文
●第２次試験：12 月上旬（第１次試験合格者のみ）
口述試験、健康診断
※詳細については組合ホームページをご覧ください。

問　須賀川地方保健環境組合　☎ 73-4515

９月 10日は「下水道の日」です

　〈下水道　見えないしごとに　金メダル〉
（令和元年度下水道推進標語）

　「下水道の日」は、下水道の全国的な普及を図る
必要性から「全国下水道促進デー」として昭和 36
年から始まり、近年の下水道に対する認識の高まり
もあり、平成 13年から、より親しみのある名称と
して現在の「下水道の日」となり、下水道の役割や
下水道整備の大切さについて、理解と関心を深める
ことを目的としています。
●鏡石町の下水道
　町が行っている下水道事業は、公共下水道と農業
集落排水の２事業があります。生活排水などは、公
共下水道は郡山市日和田町の県中浄化センター、農
業集落排水は成田浄化センターと深内浄化センター
の２箇所で処理されています。
●早期接続のお願い
　公共下水道及び農業集落排水に接続可能な区域で、
未接続のご家庭につきましては、河川等の水質保全
や住みよい住環境づくりのためにも、下水道への早
期接続にご協力をお願いします。

問　上下水道課　☎ 62-2119

鏡石町民プール「すいすい」
高齢者向け運動教室のお知らせ

　鏡石町民プール「すいすい」では、イキイキ体操
教室（高齢者向け運動教室）を開催します。健康維
持のためぜひご参加下さい。
●対象者：65歳以上の方
●内容：陸上トレーニング２回
　　　　水中トレーニング２回
●開催期間：10月の毎週金曜日　14時～ 15時
●受講料：無料（入場料別）
●申込期間：９月 14日㈯～９月 30日㈪まで
●申込方法：鏡石町民プールに備付けの申込書に記
入し、お申し込み下さい。

問　鏡石町民プール「すいすい」　☎ 62-1045

令和２年度新入学児の
就学時健康診断実施のお知らせ

　町教育委員会では、次のとおり令和２年度に小学
校入学の幼児を対象に「就学時健康診断」を実施し
ます。この健診は法律に基づき実施されるものです
ので必ず受診してください。
　なお、当日は健診中保護者の皆様にお子様を引率
していただくようになりますので、ご理解、ご協力
をお願いします。
●対象：平成 25年４月２日から平成 26年４月１
日生まれの幼児
●日時：10月９日㈬ 12時 30分受付
●場所：町公民館
●健診内容：内科・歯科・視力・聴力
●受診方法：町内の幼稚園・保育所等を通じてお知
らせいたします。町内の幼稚園・保育所以外の方に
ついては、個人宛に直接お知らせします。

問　教育課　☎ 62-3459

第 13回市町村対抗軟式野球大会

　組合せ抽選会が行われ、対戦相手が決定しました。
代表選手たちは初戦突破、そして念願の二回戦突破
を目指し、練習を積み重ねていますので、町民の皆
様の熱い応援をよろしくお願いします。
●対戦相手：塙町
●日時：９月 14日㈯ 13時～
●会場：伊達市「ほばら大泉球場」

背番号 位置 氏名 年齢
30 監督 石川　忍 46
10 主将 八巻　聡 28
1 投 小島　峻平 29
11 投 樽川　雄介 22
19 投 伊藤　信介 29
18 補 先崎　正史 22
5 補 鈴木　慶祐 23
8 外 石森　徹也 36
23 内 小平　健太 25
4 内 吉田　和希 20
3 内 佐藤　誠 25
14 内 及川　卓 36
7 外 高原　秀典 32
16 外 阿部　欣哉 36
12 外 鈴木　智也 22
2 外 吉成　達哉 21
24 外 斎田　和紀 41
27 外 井口　朋洋 32
9 外 藤島　尚樹 20
21 内 髙橋　朝茂 37

スコアラー 渡部　亜希

第 21回市町村対抗ゴルフ大会

　今年も代表選手が決定し、大会に向けて調整を進
めています。第 18回大会で準優勝、第 20回大会
で３位の成績を収めており、優勝が期待されますの
で、皆様の応援をよろしくお願いします。
●日時：９月 19日㈭
●会場：西郷村「白河高原カントリークラブ」
●選手：藤島良彦 (48)、八巻司 (68)、佐藤弘明 (53)
　　　　星誠二 (44)
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