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病児保育施設の広域利用が開始
㉄　福祉こども課　☎ 62-2210

　町では４月から、子育て支援の一環として郡山市
と協力し、病気の治療中または回復期にある子ども
を専用の施設で一時的に保育する、病児保育事業の
広域利用を開始しました。
　「子どもが急な発熱などの病気になってしまった
が、仕事が休めない」「回復期にあるが集団保育は
心配」という保護者の方のために、看護師と保育士
が医師と連携を図りながら見守ります。
　また、料金は郡山市の子どもと同じ条件で施設を
利用することができます。利用希望日の前日までに
直接施設へお申込みください。
⃝対象施設
　菊池医院「らびっと」　☎ 024-932-0154
⃝対象児童
　乳幼児から小学校６年生まで
⃝利用料金
　１日　2,000 円
　（生活保護世帯、町県民税非課税世帯は免除され
　ます）

就学援助費について
㉄　教育委員会　☎ 62-3459

　町では、お子さんを小・中学校に就学させるにあ
たり、経済的な理由でお困りの保護者に対して学校
でかかる費用の一部を補助する就学援助を実施して
います。
　就学援助を受けることができるのは、以下の①～
⑤のいずれかに該当する方です。
①生活保護法に規定する保護を受けている方、また
　はそれに準ずる程度に生活が困窮していると認め
　られる方
②児童扶養手当を受けている方
③国民年金の保険料が全額免除となっている方
④災害その他特別な事情により、町税が減免または
　猶予された方
⑤災害、その他特別な理由で経済的にお困りの方
※住宅・自動車・生活ローン等の債務の返済につい
ては考慮できません。
　詳細及び申込期日については各学校から配布され
るお知らせをご覧ください。
※審査のため、必要に応じて訪問確認する場合があ
ります。

広 告

ＰＥＴ - ＣＴがん検診 福島県民コース ～福島県内在住の方は以下の料金で検査できます～

・ＰＥＴ - ＣＴ検査のみ
・ＰＥＴ - ＣＴ検査 + ピロリ菌検査（便検査） 

50,000 円（税込）
54,000 円（税込）

※通常当院ＰＥＴ - ＣＴ検査 ベーシックコース：104,500 円（税込）

PET 画像診断センター

【実施期間】
    令和２年４月１日
              ～令和３年３月 31 日

【お申込み・お問い合わせ】
    ☎ 0248-22-2282
            （月～金　8:30 ～ 17:00）白河厚生総合病院

Ｎｏ 氏　名 担当区 区　域 Ｎｏ 氏　名 担当区 区　域
1 星　　直子 久来石 上（1 ～ 7 班） 12 今泉　　章 鏡　田 大池、鏡田かげ沼町、深内町、蒲之沢町、鏡沼の一部
2 菊地　一巳 久来石 下（7 ～ 15 班） 13 山野邉和子 鏡　田 五斗蒔町、 川崎町
3 栁沼　清志 笠　石 東町、笠石原町 14 大中　弘子 高久田 高久田、南高久田、豊田、鹿島、東鹿島
4 大塚　秀俊 笠　石 中町の一部 15 高宮美佐子 旭　町 旭町、緑町
5 関根　　学 笠　石 南町、大山、笠石、堀米 16 草野　孝重 豊　郷 豊郷、羽鳥、豊郷中、岡の台
6 鈴木惠美子 １　区 中央、中町、本町の一部 17 添田　英作 成　田 北町、新町、成田東、成田の一部
7 門脇　正恭 ２　区 本町、不時沼の一部 18 髙宮　文男 成　田 河原、諏訪町、成田の一部
8 大木　弘子 ３　区 池ノ原、桜町、不時沼、本町の一部 19 吉田寿美江 成　田 大宮、成田原町、池の台、成田の一部
9 藤島　洋子 ４　区 前山、岡ノ内の一部（4 区 1 ～ 12 班、仁井田 4・5・7 班）20 安藤　静江 さかい 境、前山、中町の一部
10 藤野　恵子 ４　区 前山、岡ノ内の一部（4 区 13 ～ 25 班）21 大中　和枝 全　域 全域　主任児童委員
11 角田　千恵 仁井田 仁井田、岡ノ内の一部 22 村越　栄子 全　域 全域　主任児童委員

　民生委員制度は 100年、児童委員制度は 70年
の歴史と実績を有する制度です。
⃝民生委員・児童委員とは
　・地域住民の立場にたって地域の福祉を担うボラ
　　ンティアです。民生委員法に基づき、厚生労働
　　大臣から委嘱された非常勤の公務員です。
　・無報酬で活動するボランティアであり、任期は
　　３年（再任可）です。
　・地域を見守り地域住民の身近な相談相手、専門
　　機関へのつなぎ役です。

⃝主任児童委員とは
　・こどもや子育てに関する支援を専門に町内全域
　　を担当しています。
　・民生委員・児童委員と連携しながら子育ての支
　　援や児童健全育成活動に取り組んでいます。

　民生委員・児童委員は法に基づく守秘義務があり
相談内容の秘密は守られます。どうぞお気軽にご相
談ください。

◦問い合わせ先　福祉こども課　☎ 62-2210

５月 12日は「民生委員・児童委員」の日です

【各地区民生児童委員一覧（敬称略）】

健幸食生活応援事業（旧称：生き生き幸せ食生活応援団事業）のお知らせ
　町内にお住まいの 65歳以上の方を対象に、管理栄養士等が家庭訪問してお話を伺い、健康保持増進のため
により良い食生活が送れるようお手伝いさせていただいております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

栄養教室のお知らせ　健康で長生きするための食事についてのお話や、調理実習を行う教室を開催します。

日　程 実習内容（予定）

①
６月 26日㈮

免疫力を高める食事について
10:00 ～ 13:00

②
７月 17日㈮

高尿酸血症予防の食事について
10:00 ～ 13:00

③
10月 23日㈮

便秘予防の食事について
10:00 ～ 13:00

④
11月 27日㈮

認知症予防の食事について
10:00 ～ 13:00

⑤
12月 18日㈮

骨粗しょう症予防の食事について
10:00 ～ 13:00

⃝対象者
　鏡石町在住の方ならどなたでも
⃝定　員
　各 20名程度
⃝開催場所
　町勤労青少年ホーム内２階調理実習室・会議室
⃝持ち物
　筆記用具、電卓、エプロン、三角巾
⃝調理実習費
　１回 400円
◦問い合わせ先　健康環境課　☎ 62-2115　担当：大槻

※調理実習の食材発注が
ありますので、お申し込
みは各日程の１週間前ま
でにお願いします。

町内一斉環境美化活動のお知らせ
㉄　健康環境課　☎ 62-2115

　町と町保健委員会では、環境月間と美しいまちづ
くり推進事業の一環として、第２回町内一斉環境美
化活動を実施します。
　快適な生活環境づくり・町内の環境美化のため、
町民の皆様のご協力をお願いします。
⃝日　時：６月７日㈰６時～７時　※小雨決行
⃝実施内容
　町民総参加で、各行政区単位により道路、公園、
遊園地等及び各家庭周辺の一斉清掃を行います。
　燃えるごみ、粗大ごみ、空き缶等の回収は行いま
せん。各地区において、可燃物、不燃物、資源物に
分別し、一時的に集会所等へ保管して、指定された
ごみの収集日に出すようご協力をお願いします。

東日本大震災・台風第 19号による
二重被災世帯への児童学習支援
㉄　（公財）東日本大震災復興支援財団
　　「児童学習支援」事務局
　　☎090-4282-4842（月～金、12時～ 17時）

　公益財団法人東日本大震災復興支援財団では、東
日本大震災で被災し、かつ昨年の台風第 19号でも
被災された二重被災世帯の15歳以下の児童を対象
に、児童の養育・教育に関わる諸費用を支援するた
め、児童１人当たり５万円の奨学金を給付します。
⃝募集期間
　５月 29日㈮まで
⃝支援金額
　児童１人につき５万円
　※兄弟姉妹が複数人いる場合は、応募資格に該当
　　する人数分を支給
⃝募集人数
　2,000 名程度
※募集要項、応募方法等につきましては、下記の同
財団ホームページをご確認ください。
http://minnade-ganbaro.jp/

こちらからもご確認いただけます→


