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ＪＲ只見線応援シンポジウム 

 女優の白羽ゆりさんと佐藤雄平知事を迎え、只見線応援シンポジウムを開催します。入場

は無料ですが、事前に役場復興政策課まで申し込みが必要です。 

  

○日  時 １１月１０日（日） 

午後１時３０分から午後３時 
 ○内  容 ・あったかふくしま観光交流大使 

白羽ゆりさんと知事とのトークショー 

        演題「只見線の魅力、会津の魅力」 

        ＜白羽さんプロフィール＞ 

        １９７８年 福島県福島市生まれ 

        元宝塚歌劇団星組・雪組トップ娘役。９８年宝塚歌劇団入団。００年６月 

        ベルリン公演に出演後、７月「更に狂はじ」でバウホール公演初ヒロイン。 

        その後、「追憶のバルセロナ」「ベルサイユのばら／ソウル・オブ・シバ！！」 

        「エリザベート」などに出演。０９年５月３１日をもって宝塚歌劇団を退 

        団し、女優として活動をスタートさせる。２０１３年には、ＮＨＫ大河ド 

        ラマ「八重の桜」にも出演するなど、ドラマ・映画・舞台にと活躍の場を 

        広げている。 

 

・パネルディスカッション 

         演題「知ってもらう、乗ってもらう、支えてもらう」 

        司   会 清水 愼一さん（元東日本旅客鉄道㈱仙台支社長、 

                      立教大学観光学部講師） 

        パネリスト 大石  直さん（会津鉄道㈱代表取締役社長） 

              坂内  譲さん（奥会津温泉郷協議会会長） 

              新國光太郎さん（川口高校２年 生徒会会長） 

 ○会  場  御神楽館（本名） 

 ○申込期限 １０月３０日（水） 

 

◎申込み・問い合わせ／復興政策課 電話５４－５２０３ 
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 インフルエンザ予防接種が始まります！ 
 

 この冬の流行に備えたインフルエンザ予防接種が始まります。本格的な流行の前に、希望

される方は早めに接種してください。 

金山町では、インフルエンザの予防接種を受ける方に対して、下記のとおり接種費用の一

部を助成します。 

 

１ 対 象 者・・・金山町に住民登録をしている方が対象です。 

２ 接種期間・・・平成２５年１１月１日（金）から平成２５年１２月３１日（火）ま 

          で 

３ 接種手続・・・予防接種を受けるときは、医療機関に接種可能かどうかを確認し、 

         予約をしてから受けてください。 

４ 接種回数・・・１３歳未満の方は２回、それ以外の方は１回です。 

          基礎疾患（慢性疾患）をおもちの方は、医師の判断により２回になる

こともあります。くわしくは医師におたずねください。 

 

 ５ 接種費用 区  分 住民負担額 

 町民税非課税世帯・生活保護世帯 無料※２ 

 

課税

世帯 

妊婦 無料 

 ０歳～高校生まで 無料 

 高校卒業～６５歳未満まで    全額負担（3,600～4,000円） 

 ６５歳以上 １,０００円 

 ６０歳以上６５歳未満で 

※１に該当する方 
１,０００円 

※１心臓、腎臓又は呼吸器の機能に、自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度

の障害がある方、ヒト免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に、日常生活がほと

んど不可能な程度の障害がある方 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                ◎問い合わせ／保健福祉係 電話 ５４－５１３５ 

※２町民税非課税世帯及び生活保護世帯の方へ 

役場住民課で「インフルエンザワクチン接種費用助成事業対象者証明書」の交付

を受けて、医療機関に提示してください。負担額は無料となります。 

なお、証明書の交付を受けずに接種を受けた場合は、一度負担額を医療機関に支

払っていただきますが、後日その領収書を役場住民課に提出していただければ、負

担額相当分を払い戻しします。 
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パソコン教室開催のお知らせ 

 

 デジカメで撮影した画像を使って、年賀状を作成しましょう！ 

 

 ○期   日 １１月１５日（金）・２２日（金）・２９日（金） 

        １２月 ６日（金）・１３日（金） 

 ○時   間 午前９時３０分から午前１１時３０分まで 

 ○場   所 開発センター 

 ○講   師 会津コンピュファーム（会津美里町） 

 ○テキスト代 １，０００円 

 ○定   員 １０名  

 ○締   切 １０月３１日（木） 

  

※申込みの際に、パソコンとデジカメ持参の有無をお知らせください。 

 

              ◎申込み・問い合わせ／中央公民館 電話５４－５３３３ 

 

 

『スーパーマルコ体操教室』のお知らせ 
  

スーパーマルコ体操は、音楽にあわせて無理なく体を動かし、楽しく健康づくりをする体操

です。体験教室では、「楽しく体を動かせる」「いろんな動作を体験でき、体が大変楽になっ

た」という声がありました。 

 どなたでも参加できます。お友だちを誘って、みんなで楽しく元気アップしましょう！ 

 

○開催日 

１０月３０日（水）町民体育館２階トレーニング室 

 

１１月１３日（水）福祉センター 大広間 

 

１１月２７日（水）福祉センター 大広間 

時間は毎回 １０：００～１２：００ 

 

※汗をかきますので、飲料水、タオルをご用意ください。 

 

◎お申込み・問い合わせ先／中央公民館 電話５４－５３６１ 
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町民卓球大会参加者を募集します 

 

 ○日   時  １１月１５日（金）午後６時３０分から 

 ○と こ ろ  町民体育館（中川） 

 ○参 加 資 格  金山町体育協会会員の方 

 ○試合の方法  ダブルスとする（男女混合） 

         ※大会当日、抽選でペアを決めます。 

 ○参加申込み  地区のスポーツクラブまたは体育協会事務局へ 

         １１月８日（金）期限厳守（電話・ＦＡＸでも可） 

  

         ◎申込み・問い合わせ／金山町体育協会事務局（金山町中央公民館内） 

                  電話：５４－５３６１ ＦＡＸ：５４－５３７７ 

 

ペットボトルキャップを回収します 

 

 金山町社会福祉協議会では、ごっつおまつりの会場でペットボトルキャップを回収します。

ご家庭等にあるペットボトルキャップをお持ちください。 

 ○日   時 １０月２６日（土）午前１０時から午後１時 

 ○場   所 町民体育館入り     

  ◎問い合わせ／金山町社会福祉協議会 電話５５－３３３６ 

 

原子力損害にかかる「個別相談会」 

 

福島第一原子力発電所事故による法人及び個人事業主が被った風評被害等による損害に

対する賠償の仕組みや具体的な手続きについての「個別相談会」を開催します。 

  

○対象 本件事故による風評被害で損害を受けられた町内で事業を営む方 

 ○日程 受付時間は午前１０時から午後４時です。 

日  程 場  所 

１１月１２日（火） 開発センター２階 研修室 

１１月２０日（水）  横田公民館 ２階 和室 

１１月２６日（火） 開発センター２階 研修室 

  ※上記日程以降については、改めてご案内します。 

  

◎問い合わせ／東京電力(株) 福島補償相談室  電話０１２０－９２６－４０４ 

                      （午前９時～午後９時・通話料無料） 
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グリーンツーリズムからはじめよう！ 

セミナーの開催について 
 

喜多方市で体験活動推進協議会を立ち上げた経験や農家民宿経営者としての体験談につ

いての講演や意見交換会が行われます。 

 グリーンツーリズムや農家民宿（民泊）に興味のある方はぜひご参加下さい。 

 

○開催日時  １０月３０日（水）午後１時３０分～午後３時３０分 

○と こ ろ  金山町役場 ４階 委員会室 

○申込期限  １０月２９日（火）金山町役場 商工観光係まで 

                    

◎申込み・問い合わせ／商工観光係 電話５４－５３２７ 

主催：会津農林事務所 

共催：金山町、西会津町 

 

爽やか紅葉ウォーキング大会 

       ～神々の道と霧幻峡～ 

 

 あいづ歩こう会の会員と、奥会津の地域住民の交流ウォーキング大会が早戸地区の神々の

道と三更地区の霧幻峡で行われます。都市部の方々との交流も含め、地区の自然の素晴らし

さを鑑賞し、楽しんでいただきたいと思います。 

 

 ○日  時 １１月 ４日（月・祝）雨天決行 

       午前９時受付・午前９時３０分開会式・午前１０時スタート 

 ○集合場所 早戸温泉つるの湯駐車場 

 ○コ ー ス 全長５．８ｋｍ 

       つるの湯駐車場出発→霧幻峡（子安観音→霧幻地蔵→古民家（休憩）→ 

       大山祇神社）→神々の道遊歩道（夜泣き地蔵→虫供養→山城公園展望台） 

       →川霧桜遊歩道→つるの湯駐車場 

 ○参 加 費 ５００円（つるの湯入湯ときのこ汁のサービス付） 

 ○参加定員 ２００名 

○参加締切 １０月２７日（日）【当日参加可】 

 ○準 備 品 昼食・飲料水・保険証・雨具等 

 ○主  催 あいづ歩こう会 

  

  

           ◎申込み・問い合わせ／金山町中央公民館・電話５４－５３６０ 

                          つるの湯・電話５２－３３２４ 
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  息吹 金山町特別公演「小栗山義民喜四郎伝」 
 

 单会津を拠点に全国で公演を行っているチーム息吹が、今から３００年前に起こった单山

御蔵入騒動をモチーフに「小栗山義民喜四郎伝」を上演します。 

 

 ○と  き １１月２４日（日） 
       開 演 午後３時 

（上演時間２時間１５分） 

 ○と こ ろ 御神楽館（本名） 

 ○入 場 料 無 料 

 ※当日は、町内送迎バスを予定して 

  いますのでご利用ください。 

  詳しくは広報かねやま１１月号で 

  お知らせします。 

               ◎問い合わせ／金山町教育委員会 電話５４－５３３３ 

  

会津西部斎苑の正職員募集 

  

  「会津西部斎苑」の指定管理者である㈱会津ばんげ公共サービスでは、「会津西部斎苑」 

 に勤務する正職員を募集します。 

 

 ○職  種 会津西部斎苑業務（火葬業務及び施設管理業務） 

 ○受験資格 中学卒業以上で、満４０歳未満の方。 

 ○募集人員 １名 

 ○採用日時 平成２５年１２月１５日付けで採用します。（３か月の研修期間あり） 

 ○応募方法 履歴書（市販のもので可）に必要事項を記入の上、平成２５年１１月１０日 

       までに、糸桜里の湯ばんげ内の㈱会津ばんげ公共サービスへ提出してくださ 

       い。また、郵送（当日消印有効）でも受け付けします。 

 ○試験日等 試験日及び試験会場については、後日、応募者へ通知します。なお、試験日 

       は１２月１日を予定しています。 

 ※この職員募集に関してのお申し込み及びお問い合わせは、下記にお願いします。 

            ◎問い合わせ／㈱会津ばんげ公共サービス 

                   会津西部斎苑職員募集係 

                   〒９６９－６５０６ 

                   河沼郡会津坂下町大字見明字堤帰２１１５番地 

                  電話・ＦＡＸ ０２４２－８３－１３４４ 
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文学の旅 ～藤沢周平を訪ねて～ 

 

 

故郷、山形県鶴岡市に近年建てられた「藤沢周平記念館」見学を中心に文学の旅に出かけ

ます。鶴岡市のほか酒田市に行き、有名な山居倉庫をはじめ本間美術館、土門拳写真記念館

など名所を訪ねます。 

  

○開 催 日 １１月７日（木）～ ８日（金）１泊２日 

 ○参 加 費 ２０，０００円程度 

 ○宿   泊 酒田市「かんぽの宿」（予定） 

※お申し込みは、１０月３０日（水）までに中央公民館へ。 

◎申込み・問い合わせ／中央公民館 電話５４－５３６１ 

 

阿賀川で大黒様の落とし物 
 

 喜多方市高郷の阿賀川で６５センチメートルほどの「大黒様（木彫り・茶色）」が見つか

りました。 

この大黒様は平成２３年７月の新潟・福島豪雨で流された只見川流域のものと思われます。

お心当たりのある方は高郷駐在所にご連絡ください。 

 

         ◎問い合わせ／高郷駐在所（吉田） 電話０２４１－４４－２３３０ 

 

 

鳥獣の狩猟が解禁 

 

 福島県で狩猟者登録を行った方は１１月１５日から狩猟可能地域で狩猟を行うことがで

きます。 

 マナーを守り、安全な狩猟を行ってください。 

 

 ○期  間 平成２５年１１月１５日（金）から 

平成２６年 ２月１５日（土）まで 

 （イノシシは平成２６年 ３月１５日（土）まで） 

                   

 

◎問い合わせ／農林振興係 電話５４－５３２１ 
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１１月の資源回収 

町内全域 

月 日 種 類 

１１月２日（土） 段ボール 

 ６日（水） プラスチック容器包装 

   ７日（木） ペットボトル 

   ９日（土） 紙類 

  ２０日（水） プラスチック容器包装 

川口・沼沢地区のみ  

月 日 種 類 

１１月２０日（水） 缶類 

   ２７日（水） びん類・不燃ごみ 

西谷・本名・横田地区のみ 

月 日 種 類 

１１月 ６日（水） 缶類 

   １３日（水) びん類・不燃ごみ 
 

粗大ごみ １１月１４日（木） 
※家電リサイクル品（テレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコン）や農業用機械は回収しません。 

ごみ出しのルールを守りましょう。 

                  ◎問い合わせ／保健福祉係・電話５４－５１３５ 


