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こめらっこ広場でグラウンド・ゴルフ
５月１５日、町内の小学生が参加するこめらっこ広場が大塩
グラウンド・ゴルフ場で行われました。約２０人の小学生が４
班に分かれ、グラウンド・ゴルフ愛好会の方々に教わりつつ、
楽しみました。
ホールポストにボールが入ると歓声があがったり、空振りを
してみんなで笑い合ったりなど、楽しい一日を過ごしました。

鳥獣被害を考える

近年、人間の居住区にクマやイノシシの出没が全国
的に相次ぎ、被害にあったという報告も少なくあり
ません。これからの時期、町内でも鳥獣被害が多発
することが予想されます。
今月の特集は、鳥獣被害はどのようにすれば減らす
ことができるのかと、町で行っている鳥獣被害対策
の事業を紹介します。

草がなくて
隠れる
場所がない…
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鳥獣捕獲の
被害減少の有効性
捕獲だけでは鳥獣被害を防止
することはできません。なぜな
ら、被害を出す個体だけを狙っ
て捕獲することはできず、例え
捕獲しても、残った個体が繁殖
するため個体数を減少させるこ
とが難しいからです。
そのため、被害を減らすには
町民の皆さんが「生息環境管理」
や「被害防除」を行うことで鳥
獣の安全な餌場をなくし、鳥獣
を自然減させることが重要です。

クマが入り浸り被害があまり減らない

餌がないうえに安全ではないと
クマが学習して被害が減っていく

偶然
通りかかって
罠にかかった
クマ

柿もないし、
電気柵があって
近づけない…

被害を抑える３つの対策
と具体的内容やその役割
①生息環境管理
農地や住宅周辺の刈り払いや
森林整備等をすることで鳥獣が
身を潜める場所をなくし、鳥獣
の餌となる不用な果樹の伐採、
野菜等の収穫残しをなくすこと
で、農地周辺に集まらないよう
にする。
ツキノワグマに侵入された農地

柿を食べていた
犯人のクマ

くり き

いわ み

栗城 岩美さん（玉梨）

繁殖してしまいます。
被害が軽減しない場合の最終
手段として区長依頼により町や
県の許可の元で捕獲を行います。

鳥獣被害を抑えるには町民
の皆さんの協力が必要です

鳥獣被害を抑えるために必要
な３つの対策を説明してきまし
たが、これらは町民の皆さんと
町が協力しあって初めて鳥獣被
害の対策をすることができます。
農地の野菜等の収穫残しを減
らしたり、農地周辺の草刈りの
実施など、身近にできる対策を
お願いします。

私は電気柵の費用を町に補助して
もらいました。電気柵を張っていな
かった頃は、イノシシに田んぼを荒
らされたことが何度かあったのです
が、電気柵を張ってからは荒らされ
なくなったので、電気柵の効果はか
なりあると感じました。
しかし、今度は電気柵のない別の
田んぼが荒らされてしまったので、
行政区全体で電気柵を張ることにし
ました。行政区も補助の対象になっ
ているので、少ない費用で鳥獣被害
が減ってとても助かっています。

②被害防除
電気柵や防護ネット等で鳥獣
から作物を保護したり、追い払
い花火で農地から追い払うなど、
鳥獣が近づかないようにする。
※追い
 払い花火は鳥獣を見かけ
た場所で打った後、見えなく
なった方向へゆっくり移動し
て追いかけるように何発か打
つと効果が高まります。鳥獣
の気配がない場所で打つと鳥
獣が音になれてしまい、花火
の効果がなくなります。
③個体数管理
①や②の対策を行っていない
と罠の設置効果が低く、対策を
していない農地の作物を食べて

町の事業を
“活用”した方
からの声

鳥獣被害を抑えるための町からの補助
鳥獣被害対策は、広範囲に草を刈らなければならなかったり、電気柵を設置するなどで
多額の費用がかかったりします。そこで、町では下記の事業により鳥獣被害対策に対する
補助などを行っています。

生息環境管理

・放任果樹撤去事業
果樹の所有者から要望により、町が伐採作
業を行う事業です。これにより収穫されなか
った果実を目当てに山から下りてくる鳥獣の
数を減らすことが期待できます。
・緩衝帯設置事業
農地と森林の境界周辺にある草木の刈り払
いを行います。刈り払いをすることによって
周辺の見通しを良くし、鳥獣の出没の抑制や
事故防止に繋がります。

被害防除

・被害防除事業
住宅地や農地付近から有害鳥獣を追い払う
ため、区長を通じて追い払い花火の配付など
を行っています。
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・有害鳥獣防護柵設置事業
農地の周辺に電気柵を設置する場合、購入
費用の一部を補助する事業です。事業内容の
見直しを行い、今年度から補助金額を、個人
設置１回２万５千円（上限４回）と、団体設
置を上限３０万円に引き上げました。また、
個人設置での支柱や電線等の追加購入費用も
補助対象になりました。

個体数管理（捕獲）

・有害鳥獣捕獲事業
区長からの依頼により町有害鳥獣捕獲隊が
罠を設置し捕獲します。これは他の鳥獣被害
対策でも被害が防止できないと判断された場
合にのみ行っています。
◎問い合わせ…産業係

☎５４－５３２２

TOWN TOPICS

町の話題

面白い本あるかな
県立移動図書館「あづま号」がやってきた
５月１３日、金山小学校に県立移動図書館「あ
づま号」がやってきました。この県立移動図書館
は毎年春と秋に図書館がない市町村を訪れ、小学
生や町の公民館などに本を貸し出しています。
児童たちは、気になった本を５～１０冊程借り
ていました。児童たちは「面白そうな本見つけた」
と嬉しそうに話していました。
「ほかに面白そうな本あるかな」と本を探す児童たち

景色を楽しむ
町民ウォーキング

山頂からの眺めを楽しむ参加者たち

５月１６日、玉縄城跡トレッキングコースで
町民ウォーキングが行われました。このトレッ
キングコースは３月に整備されたばかりで、こ
の日は歴史に詳しい町民の方に解説してもらい
ながら玉縄城跡へと続く遊歩道を歩きました。
山頂付近では川口駅周辺や本名ダムなどを一望
できるポイントがあり、参加者からは「とても
見晴らしが良い」という感想がありました。

泥が冷たくて気持ちいい
町内小学校の田植え教室
５月１９日、金山小学校の児童による田植
えが行われました。児童たちは「ぬるぬるす
る」
「泥が冷たくて気持ちいい」と楽しみつ
つ田植えをしました。

苗束から２～３本取ってこの辺に植えてね（横田小学校）

横田小学校でも２５日に田植えが行われ、
手や足が泥だらけになりながらも一本一本丁
寧に児童たちが苗を植えていきました。
転ばないように気をつけて植えなきゃ（金山小学校）
広報かねやま
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元気いっぱい頑張るぞ
町内小学校で運動会
５月２２日、横田小学校で運動会が行われ
ました。昨年に引き続き新型コロナウイルス
感染症対策のため、児童の家族のみの参加と
なり、規模を縮小して行われました。

玉をいっぱいいれるぞ〜（金山小学校）

５月２９日には金山小学校でも運動会が行
われ、競技だけでなくソーラン節や鼓笛など
が披露されました。
児童たちは勝利を目指して競い合ったり、
親子で競技に臨んだりと一日を楽しみました。
ゴールまで急げ～！（横田小学校）

県内初の取組
特定地域づくり事業協同組合に
認定されました
５月２６日、奥会津かねやま福業協同組合
が県から組合の認定を受けたことを町長へ報
告しました。これは特定地域づくり事業協同
組合という国の制度で、県内では初めての認
定となりました。６月から本格的に事業開始
となり、新しい働き方のモデルケースになる
ことや、町外から若い人が来て働き手不足が
解消されることが期待されています。

理事長の目黒祐一さん（左から３人目）

川口・沼沢公民館共催
グラウンド・ゴルフ大会
晴天の下で楽しむ

ホールインワンを目指して狙いを定める
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６月１日、中川グラウンドで第２２回川口・
沼沢公民館共催グラウンド・ゴルフ大会が開催
されました。川口・沼沢公民館の管轄内の地区
から約５０名の方が大会に参加し、優勝を目指
しつつプレーしました。
今回優勝したのは佐藤美枝子さん（川口）で、
優勝を喜んでいました。

地域おこし協力隊

☎５４－５３３３

◎問い合わせ…中央公民館

活 動報告

講談社）

著（出版社

「ほしをさがしに」
／しもかわゆみ

ポプラ社）

著（出版社

「お探し物は図書室まで」
／青山 美智子

新潮社）
著（出版社

「スマホ脳」
／アンデシュ･ハンセン
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かずひろ

かしい気持ちになったことを
覚えています。
アフリカのサハラ砂漠や、
カリブ海のアンティル諸島等、
都市から離れた場所で生活を
してきた経験から、その土地
の文化や言語 伝
･ 統を学び、
住む人を尊重して生活するこ
との大切さを感じています。
金山町でもぜひ皆さまと良い
関係を築いていければと願っ
ています。
色々とご迷惑をおかけする
ことも多々あるかとは思いま
すが、どうぞよろしくお願い
いたします。

中央公論新社）
著（出版社

宮川 和大

みやかわ

電気柵の導線の緩みを
直しました

自己紹介
はじめまして。５月より鳥
獣被害対策を行う地域おこし
協力隊として着任しました宮
川和大と申します。もとは、
岡本太郎の太陽の塔で有名な
万博記念公園がある大阪府吹
田市の出身で、東京に上京し
て仕事をしておりました。妻
が郡山市の出身ということも
あり、福島県には度々訪れて
いましたが、この度、金山町
にご縁をいただき、移り住ん
できました。移住にあたって
は福島県の移住コーディネー
ターの方にもお世話になり、
特に冬の雪の深さや雪かたし
の大変さの説明がありました。
しかし、私は十代の頃に、
新潟県の妙高高原にあるペン
ションに数シーズン居候させ
ていただきながら雪山で過ご
した経験もありましたので、
大変とは思いつつもとても懐

「５２ヘルツのクジラたち」

／町田 そのこ

お家で過ごす時間を少しでも有意義なものにしていただくため、中央公民館、横田
公民館、沼沢公民館、本名公民館の図書室にある蔵書を増やしています。それらの本
の一部を紹介しますのでご利用ください。

○新刊紹介

地域おこし協力隊

図書室だより

一般向け

お探しものは本ですか？ 仕事ですか？
人生に悩む人々が、ふとしたきっかけで訪れた町の小さな図書室。悩む人々の背中を無愛想だけど聞き
上手な司書さんが思いもよらない本のセレクトと可愛い付録で後押しします。

児童向け

○４月の中央公民館図書室利用状況
貸出冊数冊 ２１冊（うち児童書 ９冊）
＊１人３冊２週間借りられます（土曜日も可）

54
－

室内でも、外出時でも、
のどの渇きを感じなくて
も、こまめに水分を補給
するように心掛けましょ
う。汗をかいたら塩分補
給も忘れずに。

保健福祉

も油断せずしっかり予防しまし
ょう。
また、マスク着用中はのどの
渇きを感じにくいため、例年以
上に熱中症に気を付けることが
重要です。
農作業中などは特に注意しま
しょう。
※声をかけても反応がないなど
の症状のときは、救急車（１
１９番）を呼びましょう。
◎問い合わせ…保健福祉係
☎
５１３５

○こまめに水分補給



野外での作業時には帽子
を着用し、日陰で休憩す
る。室内でも熱中症にな
る可能性があるため、エ
アコンや扇風機などで室温をこまめに調節
しましょう。

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

19

熱中症にご注意ください

○暑さを避ける

熱中症は、気温や湿度が高い
環境にいることで、体内の水分
や塩分のバランスが崩れ、体温
調節機能が働かなくなることで
起こります。体温の上昇、めま
い、吐き気、意識障害などさま
ざまな症状が現れ、場合によっ
ては死に至ります。過去には早
い時期に救急搬送された方もい
ます。野外だけでなく、室内で

熱中症を防ぐには

12

12

11

19

お知らせ

▼旭日単光章
元金山町議会議員の目黒明さ
ん（大塩）の叙勲伝達式が、５
月 日に役場町長公室で行われ
ました。
髙野武彦会津地方振興局長か
ら旭日単光章が伝達され、目黒
さんの功績を称えました。
目黒さんは平成７年 月から
平成 年 月までの３期 年に
渡り、住民生活および福祉の向
上などに尽力しました。
また、平成 年 月から平成
年３月までの間、金山町議会
副議長も務められました。

3. 6. 10
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10
長谷川盛雄さん
前町長

彰

10

表

30

叙勲

26

▼旭日双光章
前金山町長の長谷川盛雄さん
（ 川 口 ） の 叙 勲 伝 達 式 が、 ５ 月
日に福島市で行われました。
内堀雅雄福島県知事から旭日
双光章が伝達され、長谷川さん
の功績を称えました。
長谷川さんは、平成 年 月
から平成 年 月までの１期４
年に渡り町長を務められ、過疎
化と少子高齢化を町の重要課題
に掲げ、住民福祉の向上に尽力
されました。
11

12

15

12

叙勲を受け喜ぶ目黒さん（中央右）

後部座席のシートベルト着用と、
幼児を乗車させるときはチャイ
ルドシートの使用も義務付けら
れています。
自分や同乗者の命を守るため
にシートベルトを必ず着用しま
しょう。
◎問い合わせ…
金山町交通対策協議会
☎
５２２２


後付けの急発進防止装置
購入費を補助します

付となります。
▼自己負担額
取付費用等が自己負担額とな
ります。
（１万５千円程度）
詳しくは次にお問い合わせく
ださい。
◎問い合わせ…総務課
☎
５２２２



空き家等の外観調査を
実施しています

町では、空家等対策の推進に
関する特別措置法および金山町
空家等対策計画に基づき、空家
実態把握のために調査を実施し
ています。
委託先の調査員が町内にある
空き家の外観撮影などを行って
いますので、何卒ご理解くださ
い。
▼委託先
行政書士西脇優事務所
▼調査期間
月まで
◎問い合わせ…復興政策係
☎
５２０３
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新型コロナ対策を
お願いします
食事をする時は、次のことに
注意しましょう。
マスク、手洗いなどの感染症
⃝
対策を心掛けましょう。
普段一緒にいない人との飲食
⃝
は控えましょう。
少人数、短時間での食事を心
⃝
掛けましょう。
引き続き、新型コロナウイル
ス感染拡大防止へのご協力をお
願いいたします。
◎問い合わせ…保健福祉係
☎
５１３５


に抽選により、商品券が当たり
ます。
歳以上の方が２名以上のチ
ームはシルバー枠として、一般
抽選とは別に抽選がありますの
で、当選確率があがります。
また、町の交通対策協議会で
も独自に抽選会を行い、当選チ
ームには記念品を贈ります。町
を経由しないと町の抽選から漏
れる場合がありますのでご注意
ください。
▼申請期限
令和３年６月 日（水）
▼申請方法
総務課または横田出張所にあ
る申込用紙に必要事項を記入し、
参加料（１チーム１，５００円）
を添えて申し込んでください。
◎問い合わせ…
金山町交通対策協議会
☎
５２２２


６月はシートベルト着用
強化月間です

54
－

高齢運転者による、アクセル
とブレーキの踏み間違いによる
交通事故を防ぐため、町では、
後付けの急発進防止装置を設置
する場合、防止装置の購入費に
対して補助金を交付しています。
▼対象者
歳以上の町民
▼対象車両
対象者が使用している軽自動
車、小型乗用、貨物車、普通乗
用車で、自家用のもの（なお、
年式等により取付できない場合
があります）
▼対象条件
町内の自動車整備工場での取
65

暮らし

31

54
－

54
－

65

全ての座席のシートベルトと、
チャイルドシートの正しい着用
を徹底しましょう。
運転席や助手席だけでなく、

12

セーフティチャレンジに
挑戦してみませんか？
自動車（原付自転車を含む）
を運転する方３人１組でチーム
を作り、７月１日から 月 日
までの６ヶ月間、無事故・無違
反に挑戦してみませんか。無事
故・無違反を達成したチームに
は、福島県交通安全対策協議会
から記念品が贈られます。さら
12

30

54
－

54
－

業

個人事業税の
納税をお忘れなく

11

産

紙をお送りしています。調査用
紙が届いた方は、回答（投函）
くださるようお願いします。県
政のための大切な調査です。ご
協力をお願いします。
▼回答期日
令和３年７月 日（月）
◎問い合わせ…
県庁県民公聴室
☎０２４ ５２１ ７０１３

防災啓発動画「これまで
の大丈夫が、いま危ない」

－
29
－

新型コロナウイルス感染症感染

整備、客室の個室化、セルフレ
ジの導入など。
詳しくは産業係までお問い合
わせください。
▼補助率及び補助額
４／５（補助上限 万円まで）
▼申請方法
申請書に記入し、必要書類を
添付し、産業係まで提出してく
ださい。
※申請
 書は産業課、横田出張所、
金山町商工会に設置している
ほか、町ホームページからダ
ウンロードできます。
▼申請期限
令和３年６月１日（火）～
令和３年９月 日（木）
◎問い合わせ…産業係
☎
５３２２


内

－

－

案

県政世論調査に
ご協力ください

12

近年、激甚化する災害に備え
るため、令和元年東日本台風で
被災した方の体験を基に、福島
県では啓発動画を作成しました。
是非ご覧ください。
▼検索ワード
「そなえるマイ避難」
◎問い合わせ…県庁危機管理課
☎０２４ ５２１ ８６５１

個 人 事 業 税 は、 県 内 に 事 務
所・事業所を設けて、物品販売
業や不動産貸付業など、一定の
事業を営んでいる方に納めてい
ただく県の税金です。
会津地方振興局県税部から送
付される県税通知書により、年
納税額を８月（第１期分）と
月（第２期分）の２回に分けて
納めることになっています。
ただし、年税額が１万円以下
の場合には、８月（第１期分）
に一括して納めることになりま
す。
お勧めします！口座振替納税
個人事業税については、便利
な口座振替の制度があります。
手続きは、納税通知書に同封
の預金口座振替依頼書を金融機
関に提出し、金融機関で確認を
受けた納税送付依頼書を県税部
に提出して行います。
詳しくは、次にお問い合わせ
ください。
◎問い合わせ…
会津地方振興局県税部
５２５１
 ☎０２４２

3. 6. 10

広報かねやま

9

－

－

30

今後の県の事業に役立てるた
め、県政世論調査を実施してい
ます。県内にお住まいの満 歳
以上の男女から無作為に選ばれ
た２千人に対して郵送で調査用

15

30

54
－

防止対策事業補助金について

新型コロナウイルス感染症拡
大防止と社会経済活動の両立を
図るため、町内事業者が感染防
止対策を行う経費の一部に対し
補助を行います。
▼補助対象者
次の全てに該当する者
実質的な本店が金山町内に所
⃝
在すること
今後も事業を継続する意思が
⃝
ある者
国が示した「新しい生活様式」
⃝
への対応など感染防止対策に
取り組む者
令和２年分において町税等に
⃝
滞納が無い者
※事業収入の過半が農業収入で
ある者、政治団体、宗教上の
組織等は補助対象外となりま
す。
また、補助金の交付は、令和
２～３年度分を合算して１事業
者につき上限 万円となります。
▼補助対象経費
消毒設備の購入、換気設備の
30

事

これからの予定

開発センター

★６月★
▼ 日（水）
運転免許更新
•
午前９時 分～



▼

御神楽館

大塩ゲートボール場

開発センター

★７月★
▼８日（木）
行政相談
•
午前 時～正午



▼ 日（金）
第 回金山町長杯ゲートボー
•
ル大会

こまどり学級
•
 大塩グラウンド・ゴルフ場

日（木）

▼ 日（日）
第５回協会長杯ビーチバレー
•
ボール大会

30

人

▼返還の免除
卒業後、直ちに免許を取得し、
町内で引き続き５年間保健師等
の業務に従事したときは、貸与
金の返還を免除されます。
▼貸与額 月額 万円以内
詳しくは次にお問い合わせく
ださい。
◎問い合わせ…教育委員会
☎
５３３３


沼沢湖水まつりの中止に
ついて
８月７日（土）～８日（日）
に開催を予定していた沼沢湖水
まつりは、新型コロナウイルス
感染防止対策のため、また、来
場される皆様の安全に配慮する
ため中止いたします。
◎問い合わせ…観光係
☎
５３２７


16

10

3. 6. 10

広報かねやま

自衛官募集相談員委嘱
自衛官募集相談員に長谷川千
鶴さん（川口）が委嘱されまし
た。
任期は、令和３年４月１日か
ら２年間です。

その他
金山町保健師等養成奨学
金について
将来町内において保健師等の
業務に従事しようとする意思の
ある学生に対して奨学金を貸与
しています。
▼対象となる業務
・保健師
・看護師
・社会福祉士
・介護福祉士

10

10

54
－

54
－

20

24

25

22

委嘱を受けた
長谷川千鶴さん

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、心当たりのあ
る方は次にお問い合わせくださ
い。
◎問い合わせ…
会津地方振興局県税部
５２５４
 ☎０２４２
－
29
－

霊よ安らかに
角

田

源

正（90歳）三

更

須

佐

マユ子（94歳）板

下

肥田野

サナイ（95歳）板

下

目

利惠子（86歳）本

名

辰

下

友

黒

雄（80歳）板

金山町の人口（ 6 月 １ 日現在）
世 帯 数 1,025世帯（±０）
人
口 1,897人 （−４）
男 
931人 （±０）
女 
966人 （−４）
※（

）
内は先月比

11

広報かねやま

住民基本台帳から

3. 6. 10

ご寄付に感謝

いただいた方のみ掲載しております。

一般寄付

『広報かねやま』
への記載に同意して

15 16

三島町
⃝
滝谷建設工業株式会社

５月届出（敬称略）

百万円

あの人この人

ふるさと応援寄付金

納め忘れにご注意ください

寄付金を手渡す
田中智仁代表取締役（右）

令和３年４月 日～
令和３年５月 日集計
寄付件数
件
⃝

寄付額 
四十二万六千円
⃝
ご寄付は地域の活性化事業や
自然環境の保全事業などに活用
させていただきます。

6月30日

三十万円

納税期限は



第１期・前期

会津若松市
⃝
八ッ橋設備株式会社

⃝町・県民税



今月の納税

44

寄付に対して感謝状を受けた
田中光一常務取締役（左）

自家消費用食品等の放射性
物質簡易測定の結果について

複数の検体を測定している場合は最低値と最高値
を表示しています。

（測定年月日 令和３年５月１日～令和３年５月31日）
※「ＮＤ」は、10ベクレル/㎏未満です。
（単位：ベクレル/㎏）
品

名

測定件数

未検出数

地下水

３

３

焼却灰

１

１

セシウム
（134＋137合計値）
ND
ND

※厚生労働省が定める一般食品の放射性セシウムの
基準値は１００ベクレル／㎏です。
町では自家消費用の食品等について放射線測定を
役場で行っています。
なお、販売用食品の測定については産業係にお問
い合わせください。
◎問い合わせ…
保健福祉係 ☎５４－５１３５

（自家消費用食品について）
産 業 係 ☎５４－５３２２

（販売用食品について）

５

き ん きゅう あ ん ぜ ん かくほ

これまでの避難情報等

緊急安全確保

災害発生情報

※１

災害発生又は切迫

＜警戒レベル４までに必ず避難！＞

４
３
２
１

（発生を確認したときに発令）

ひ な んしじ

災害の
おそれ高い

災害の
おそれあり

気象状況
悪化

今後気象状況
悪化のおそれ

避難指示

・避難指示（緊急）
・避難勧告

こう れ いしゃとうひ な ん

高齢者等避難

避難準備・
高齢者等避難開始

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

早期注意情報
（気象庁）

早期注意情報
（気象庁）

※２

※３

※１ 既に災害が発生もしくは切迫している状況です。命を守るための最善の
行動をとりましょう。
※２ 速やかに危険な場所から避難しましょう。避難先までの移動が危険な場
合は、近くの安全な場所や、自宅内のより高い場所に避難しましょう。
※３ 高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の
準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。

20

愛

かねやまの支え
地域のお宝

54
－

令和３年５月 日から
避難情報の名称が変わりました

新たな避難情報等

災害対策基本法の改正により、 レベル４の「避難指示」までに
左記のとおり避難情報の名称が 安全な場所へ避難しましょう。
変わりました。
◎問い合わせ…総務係
台風・大雨等で危険な状況が
☎
５２２２

想定される場合には、必ず警戒

警戒レベル

その41

元気で長生きな人の
生活習慣『きょうよう』
「きょうよう」というその言葉をきいて、ま
ず思いつくのは「教養」だと思います。人間に

元気でまっせ体操の様子

とって「教養」は社会で生きていくために必要

なことです。
「今日用」がある地域だからこそ、

なことのひとつです。

みなさんが元気に支えあって生活しているので

地域の高齢者のみなさんを訪問すると日常の

す。それも地域のお宝のひとつです。

暮らしぶりを教えていただきます。それは、農

私たちは今後も地域に出向きながら、
「今日用」

作業、買物、近所でのお茶飲み、サロンなど、

の場を発見・発信したり、開発していきます。

みなさんは必ずといって良いほど、いつも「用

また、どんなことでも結構ですので、お気軽

事」があり元気に生活しています。

き ょ う よう

「今日、用事があること」＝「今 日用 」は、
地域の中でいつまでも元気に生きるために大切

ホームページアドレス
電子メールアドレス

にご相談ください。
◎問い合わせ…社会福祉協議会


http://www.town.kaneyama.fukushima.jp/
oﬃce@town.kaneyama.fukushima.jp

☎５５−３３３６

12

