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かねやまネットテレビサービス（ケーブルテレビ）

ご加入世帯の皆様

【視聴料のお支払いについて】

○料 金：月額３００ 円（４ 月～ ９ 月までの６ カ月分１，８００ 円）

○支払方法：①ＮＴＴの料金回収代行サービスに申し込まれた方

請求書発送時期…６月（予定）

注意：口座振替による引落日並びに納付書払いによる支払期限はＮＴＴの指定する

日となりますが、一般回線ご利用の方とひかり電話ご利用の方で異なります。

②口座振替に申し込まれた方

４月下旬に引き落とされますのでご確認ください。

③上記以外の方

町より納付書を発行しましたので、役場窓口もしくは 東邦銀行川口支店

または会津よつば農業協同組合金山支店にてお支払いください。

◎問い合わせ：総務係 ☎５４－５２２２

認知症相談・情報交換カフェ「ほっとカフェ」

～５月の開催について～
認知症の方だけでなく、どなたでも気軽に地域の人々と交

流したり、健康のことや認知症のことを保健師などに相談し

たりできる場です。飲食をしながらのおしゃべりや、専門職

による勉強会・相談、健康体操などさまざまな活動を行って

います。お気軽にご参加ください。

○時 間：午前１０時 ～ １１時３０分

（ 途中 参加・退出ＯＫ ）

○料 金：無料（ 事前申し込み不要 ）

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

横田地区

（馬場商店）

第２金曜日

（１1日）

中川地区

（画廊パンプキン）

第３火曜日

（１5日）
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うんどう教室参加者募集

初めての方でも安心の、楽しいストレッチを主とした教室です。

関節の柔軟性アップ、姿勢の改善、肩こり･腰痛の改善など自宅や勤務中にできる簡単なストレッ

チや運動を継続して学び、習慣化していきましょう。

日頃運動不足だと思っている人、運動する機会のない人など、どうぞお気軽にご参加ください。

○期 間：５月～１１月 (月２回程度）

○時 間：午後７時から８時まで

○場 所：本名 御神楽館

○講 師：会津若松市「スポーツクラブJOYFIT」のインストラクター

《準備するもの》

・運動できる服装、うわばき

・ヨガマット（なければバスタオル）

・タオル、水分補給できるもの

お申し込みは、５月８日までに中央公民館にお願いします。

日程は、後日個別にご連絡いたします。

◎問い合わせ：中央公民館 ☎５４－５３６１

山菜・農作物・加工品等のモニタリング検査について

山菜・野菜・果物・加工品を出荷販売する際にはモニタリング検査が必要です。基準値以下（１㎏

あたり１００ベクレル）の場合出荷販売が可能となります。町を通じて県に検査の申し込みをします

のでご相談ください。モニタリング検査は検査日が限られるため、時間がかかる場合があります。出

荷日前に余裕を持ってお申し込みください。また、山菜やきのこ類など自生のものは出荷にあたり、

他の農産物と異なる部分があるのでご注意ください。

【山菜・きのこ類】・・・こごみ、ふきのとう、わらび、ぜんまい、うど、きのこなど

品目ごとに検査と生産者としての登録が必要です。

※生産者登録のない方や品目は出荷できません。

【穀類】米、麦、大豆、そば、小豆

モニタリング結果が公表されるまでは、出荷販売はしないようお願いします。

【野菜・果物】

品目によっては検査する必要があります。

【加工品】

品目によっては検査する必要があります。

※干し柿など加工形態によっては、原材料の収穫前にも検査が必要です。

モニタリング検査結果の最新情報は、新聞、県ホームページ等で確認することができます。

モニタリング検査の申請や何か不明な点がある場合はお問い合わせください。

◎問い合わせ：産業係 ☎５４－５３２１
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５ 月 の 診 療 体 制

本所外来担当 （受付終了時間は午後４時です）

※ ５月３日（祝日）は休日救急当番で、医科のみ診療します。（午前９時～午後４時）

○健診や予防注射が予定されている場合は、終了までお待ちいただきます。

５月の健診等の予定は、次ページをご覧ください。

金山町国民健康保険診療所 電話 ５４－２０３１

曜 午 前 午 後

月 押 部 先生
午後3時30分まで休診
（かねやまホーム出張診療）

火 押 部 先生 五十嵐 先生（宮下病院医師）

水 押 部 先生 五十嵐 先生（宮下病院医師）

木 押 部 先生 遠藤 先生（会津医療センター医師）

金
浅野 先生（宮下病院医師） 佐藤 先生（宮下病院医師）

検査～かねやまホーム出張診療（押部先生）

沼沢出張診療所
毎週 水曜日

午後１：００～２：３０（受付午後２時まで）

担当医：押部先生

電話 ５５－３２５１

横田出張診療所
J 毎週 火曜日・木曜日

J 午後１：００～３：３０（受付午後３時まで）

J 担当医：押部先生

電話 ５６－４２４２

歯 科 診 療 案 内
J 月～金 午前９：００～１２：００ 午後１：００～５：００ （電話予約可能）

※上記以外の時間でも、可能な限り対応します。（仕事や学校に行く前、終わってから、など）

時間外診療を希望される方は、電話でご相談ください。

J 担当医 ： 市川先生

【 歯 科 休 診 のお知 らせ 】

５月２日（水）の午後は、市川先生が公務出張のため休診とさせていたたきます。
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○ 応援派遣医師の変更について

４月から、宮下病院・会津医療センターの応援医師による診療体制が変更され

ています。宮下病院からは浅野宏院長先生のほか、五十嵐亮（いがらし りょう）

先生、佐藤悠（さとう ゆう）先生が来られます。会津医療センターは押部郁朗

先生、渡部晶之先生に代わり、遠藤浩太郎（えんどう こうたろう）先生が担当

されます。

【応援医師新体制】

○ 宮下病院

・五十嵐先生担当日 火曜日午後、水曜日午後

・浅野先生担当日 金曜日午前

・佐藤先生担当日 金曜日午後

○ 会津医療センター

・遠藤先生担当日 木曜日午後

□ ご協力をお願いします。

５月は下記の日程で健診が行われます。終了するまでの間、外来はお待ちいた

だくことになりますので、ご了承ください。

○ 内 科 5月 2日（水） 午後2時00分～ 金中内科健診

5月10日（木） 午後2時00分～ 川高内科健診

5月15日（火） 午後2時00分～ 川高内科健診

5月16日（水） 午後2時00分～ 川高内科健診

5月24日（木） 午後3時00分～ 保育所内科健診

5月25日（金） 午後2時00分～ 乳幼児内科健診

5月31日（木） 午後2時00分～ 川高内科健診

○ 歯 科 5月 2日（水） 午後1時00分～ 三島町歯科健診

※ ２日の午後は休診となります。

5月14日（月） 午前10時30分～ 金中歯科健診

5月15日（火） 午後2時00分～ ホーム歯科健診

5月18日（金） 午後1時00分～ 川高歯科健診

5月24日（木） 午前10時00分～ 保育所歯科健診

5月25日（金） 午後2時00分～ 乳幼児歯科健診
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宮下病院からのお知らせ

宮下病院では，毎週木曜日「愛ばんしょ外来」（在宅療養生活支援外来）を開設しています。

① 病気や障がいを抱えて家で生活する方や家族からの、介護や生活についての相談窓口

② 地域に住む方々の健康維持・増進、介護・疾病予防のための支援

③ 地域に住む方々が気軽に立ち寄れる交流場所の提供

などを目的に、看護師、薬剤師、管理栄養士、リハビリスタッフが皆様の在宅生活のための

お手伝いをさせていただきます。

相談コーナーでは、例えば・・・

「健康のことを考えたいけど、何をすれば良いのか分からない」

「介護のコツを知りたい！」

「介護や病気のことを話す相手が欲しい」

など、医療、介護、生活に関することについてご相談をお受けします。

〈時間〉○相談コーナー：９時～１２時、１３時～１６時

○健康教室 ：１１時～１１時３０分

〈場所〉宮下病院 外来待合室等

（健康教室の内容は、都合により変更になる場合があります）

費用は無料です。どなたでも利用できますのでお誘い合わせのうえ、お気軽に

お越しください。（相談コーナーと健康教室は予約不要です）

月日 内容

５/１０（木）

○相談コーナー

○健康教室「家庭でできる感染予防～安全なおにぎりを作ろう～」

講師：管理栄養士 感染管理認定看護師

５/１７（木）
○相談コーナー

○健康教室「ノドをきたえよう」 講師：看護師

５/２４（木）
○相談コーナー

○健康教室「お口の乾燥に注意～あいうべ体操～」 講師：看護師

５/３１（木）

○相談コーナー

○健康教室「介護保険の申請方法」

講師：三島町地域包括支援センター 馬場千恵さん

６/７（木）
○相談コーナー

○健康教室「トイレが近くて困っていませんか？」 講師：看護師
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金山町健康ポイント事業

仲間と一緒に健康づくりを始めてみませんか？

金山町健康ポイント事業は、健康づくり活動を行う団体の会員を対象に、日々の健康づくり活動にポ

イントをプレゼントし、町民の皆様の健康づくりを応援するものです。２０ポイント貯まると、素敵

なプレゼントがもらえます。

○ 対象者

「健康づくり活動団体」の登録をされた団体の会員

（町内に住所を有する高校生を除く１８歳以上の方）

（会員４名以上、月１回以上の健康づくり活動団体）

団体の例：グラウンドゴルフ、ビーチバレーなどのスポーツクラブ

元気でまっせ体操を行っている団体など

○ ポイントの対象

「健康づくり活動団体」の活動に出席すると１回１ポイント

○ポイントの利用

２０ポイントで「ポイントカード」を素敵なプレゼントと交換できます

４月２６日から申請受け付け開始します。今後も継続していく予定です。

◎問い合わせ：住民課保健福祉係 ☎５４-５１３５

合併処理浄化槽設置の募集

町では、平成３０年度以降に合併処理浄化槽の設置を希望する方の募集を行います。合併処理浄化

槽を設置することにより、トイレの水洗化が図られ、快適な生活が送られるとともに、その他の生活

雑排水もきれいにすることで住宅周辺の環境を改善することができます。設置を希望される方は、上

下水道係までご相談ください。

○浄化槽設置の条件

現在、生活雑排水を排水しているところに、浄化槽の処理水を

排水できる方

※役場と測量業者で現地を確認し、現地の状況によっては

設置できない場合があります。

◎問い合わせ：上下水道係 ☎５４ー５３１５
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５月の資源回収

町内全域

川口・沼沢地区のみ

西谷・本名・横田地区のみ

※びんは雨水が入らないように立てずに横に倒して出して下さい。

※殺虫剤などのスプレー缶の中身が残っていると、処理をする際に爆発し、大変危険

です。中身を使い切り、穴をあけてから捨ててください。

※燃やせるごみはよく水気を切って出してください。

◎問い合わせ：保健福祉係 ５４－５１３５

月 日 種 類

５月２日(水) プラスチック容器包装

１２日(土) 段ボール

１０日(木) ペットボトル

１６日(水) プラスチック容器包装

１９日(土) 紙類

月 日 種 類

５月１６日(水) 缶類

２３日(水) びん類、不燃ごみ

月 日 種 類

５月２日(水) 缶類

９日(水) びん類、不燃ごみ
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金山町役場電話番号表をお知らせします

◎問い合わせ：企画財政係 ☎５４ー５１１１

金山町役場電話番号表

●金山町役場 TEL 54-5111（代表） FAX 54-2117

●横田出張所 TEL 56-4111 FAX 56-4113

フロア 課名 係名 電話番号 業務内容

1階

出納室 54-5100
公金の収入、支出

住民課
住民税務係 54-5131 戸籍、住民票、印鑑証明、

国民年金、課税・徴収等

保健福祉係 54-5135 国保、介護、健診、ごみ、

福祉、蓄犬、健康づくり等

２階 総務課
総務係 54-5222 交通、選挙、防災、消防、

ネットテレビ等

企画財政係 54-5111 広報、統計、財政、

人事給与等

３階

復興観光課
復興政策係 54-5203 移住・定住対策、空家対策、

只見線復旧等

観光係 54-5327 観光、道の駅、せせらぎ荘等

産業課
産業係 54-5322 水産業、商工業、有害鳥獣、

本名財産区、林業等

農林係 54-5321 農業、農業委員会、

土地改良区等

建設課
建設係 54-5311 町道、農林道、農業用施設、

町営住宅、除雪等

上下水道係 54-5135 水道、下水道、浄化槽等

４階 議会事務局 54-5141 議会運営、監査等

開発センター 教育委員会 教育係 54-5361 学校教育、社会教育、公民館等

出先機関

横田出張所 56-4111 各種証明、公民館事業等

国保診療所 54-2031 内科、歯科等

川口保育所 54-2822 保育業務等

横田保育所 56-4140 保育業務等


