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陶芸体験教室参加者を募集します

手びねりでオリジナルの“お皿”や“湯飲み”を作ってみませんか。

ろくろは使わず、粘土を叩いたり、伸ばしたり、摘んだり、撫でたりして作ってい

きます。どなたでもご参加いただけますので、ぜひ世界に１つだけの作品を作ってみ

ましょう。

○日 時 令和元年７月１３日(土） 午前１０時～正午

○場 所 開発センター１階 会議室

○内 容 お皿か湯飲みの作成

（※出来上がったものは、１ヶ月ほど乾燥させて焼き上げるのでお渡し

までお時間を頂きます）

○講 師 会津本郷焼き 陶房彩里 馬場源次さん（会津美里町）

○材料代 １,０００円

※申し込み締め切り ７月８日(月）

◎問い合わせ：中央公民館 ☎５４－５３３３
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今回初めて参加した方

には、スタッフエプロン

を差し上げます。

からだ楽々教室参加者を募集します

～しなやかな・からだづくり～

自宅でできる、からだのケアやトレーニングの方法を学ぶ教室です。誰でも簡単に

できるストレッチを実施します。普段使わない筋肉を伸ばしたりします。運動しやす

い服装で、ぜひご参加ください。

○日 時 ７月１６日（火）中川（ゆうゆう館） 午前９時３０分～午前１１時

（場 所）７月２３日（火）横田（横田公民館） 午前９時３０分～午前１１時

○参加費 １５０円

○持ち物 健康手帳（お持ちでない方は、当日配布いたします）

○講 師 島田 一郎さん

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

花壇づくり参加者を募集します

夏の観光シーズンに花でいっぱいになるように、沼沢湖畔に花の苗を植

えます。ぜひご参加ください。

○日 時 ７月１２日（金） 午前９時～

○場 所 沼沢湖駐車場 花壇

○持ち物 移植ベラ・手袋

◎問い合わせ：観光係 ☎５４－５３２７
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第２回金山の未来を考える会議の案内

第２回金山の未来を考える会議を開催します。今回は、まちあるきをしながら新し

い地域資源の発掘を行います。どなたでも参加頂けますので是非ご参加ください。

○開催日時 ７月１３日（土） 午前９時３０分～午後４時３０分

○会 場 金山町開発センター３階大会議室

○講 師 総務省地域力創造アドバイザー 大滝 聡 氏

○その他 お弁当と飲み物をご持参ください。

＜当日のプログラム＞

１．前回のふりかえりとプログラム紹介

（理念の確認・宝物の整理）

２．まちあるきでの調査方法の解説

３．まちあるき

４．まちあるきの取りまとめ

５．グループ発表

６．全体共有

今回のまちあるきは、２つのルートに分かれて行います。

当日に班分けを行いますのでご希望の散策場所をお申し出ください。

※当日の天候等により行程が変更となる場合があります。雨天の場合は、雨具等をご

持参ください。

◎問い合わせ：復興政策係 ☎５４－５２０３

【沼沢・玉梨ルート】

第二沼沢発電所見学⇒休養村センター（昼食）⇒広域基幹林道（沼沢－玉梨）

⇒しらかばの森 ⇒高屋敷跡（玉梨）⇒喜四郎碑（小栗山）⇒ 開発センター着

【大塩・山入ルート】

大塩炭酸場⇒宇奈多理神社（大塩）⇒古民家（昼食）⇒大塩グラウンドゴルフ場

⇒癒しの森⇒磨崖仏（山入）⇒開発センター着
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第４３回沼沢湖水まつり

“イカダレース参加者”“出店者”募集

【イカダレース参加者募集】

・参 加 人 数 １チーム７人（男性のみ・女性のみ・男女混合いずれも可）

※１名はステージからの応援になります。

・レース方法 ２チームの同時スタートとし、それぞれの時間を計測し、全チ

ームの中で、最も短時間でゴールしたチームが優勝となります。

（女性にはハンデあり）

※イカダ、オール、ライフジャケットは実行委員会で準備し

ます。

・競 技 日 時 ８月３日（土）午後１時３０分

沼沢湖水まつり特設ステージ隣集合

【出店者募集】

・出 店 日 時 ８月３日（土）正午～午後９時

４日（日）１０時～午後３時

・出 店 料 １小間２日間１０，０００円

・そ の 他 ２日間の出店にご協力ください。

※テントは、実行委員会で用意しますが、その他必要な物品は

出店者でご準備ください。

【申 込 方 法】

下記に問い合わせください。申し込み用紙をお送りします。

【申 込 期 限】

令和元年７月１２日（金）締切

※希望する団体等が多い場合は抽選となります。

◎問い合わせ：金山町観光物産協会内“沼沢湖水まつり実行委員会”

☎ ０２４１－４２－７２１１
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令和元年度国民健康保険税の

税率が変わります

金山町では下記のとおり国民健康保険税率を改定します。今年度から県の指針に定め

られているとおり資産割を廃止した３方式による課税となります。

世帯の総所得金額が、次の基準以下の世帯は国保税が軽減されます。（国民健康保険の

加入・未加入にかかわらず世帯主の所得については、判定の対象になります）

◎問い合わせ：国保税に関すること 住民税務係 ☎５４－５１２１

資格に関すること 保健福祉係 ☎５４－５１３５

電気柵を使用する際の注意

イノシシやツキノワグマなどの野生動物による農業被害が町内で発生しています。

農作物の被害を防ぐには、電気柵が有効です。正しく設置しないと効果がないため、

下記の点に注意して早めに設置しましょう。

①バッテリーや電池が消耗してないか、間違った向きになってないか？

②電気柵の線が地面と平行して正しい間隔で設置されているか？

③伸びた雑草や農作物が電気柵の線に触っていないか？

④昼でも電源を切っていないか？

※昼に野生動物は出没することがあり、線をくぐることを覚えさせないため

⑤電源近くだけでなく、全ての線で適正な電圧がかかっているか？

⑥アースを浅めに設置して、その箇所が乾燥していないか？

※電気柵の設置は、町の補助を活用できるほか、集落ぐるみなどで設置する場合は、中

山間地域等直接支払いを活用できる場合がありますので、産業係までご相談ください。

◎問い合わせ：産業係 ☎５４－５３２２

区分
医療保険分 後期高齢者支援分 介護保険分

30年度 31年度 30年度 31年度 30年度 31年度

所得割 5.75% 6.00% 2.10% 2.10% 1.25% 1.60%

資産割 12.00% 0.00% 5.00% 0.00% 5.00% 0.00%

均等割(1人) 20,000円 21,400円 7,500円 8,000円 6,500円 7,900円

平等割(世帯) 16,500円 15,400円 5,500円 5,800円 3,000円 3,600円

賦課限度額 580,000円 610,000円 190,000円 190,000円 160,000円 160,000円

軽減割合 軽減対象となる所得の基準

7割 世帯の所得が33万円以下

5割 世帯の所得が33万円＋（28万円×被保険者数）以下

2割 世帯の所得が33万円＋（51万円×被保険者数）以下

所得が少ない世帯への国民健康保険税の軽減拡大
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診療所だより

７ 月 の 診 療 体 制

本所医科外来担当（受付終了時間は午後４時です）

◎問い合わせ：金山町国民健康保険診療所 ☎５４－２０３１

曜 日 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 浅野 先生（宮下病院医師）

水
３日、１７日、３１日 押部 先生 押部 先生

１０日、２４日 押部 先生 浅野 先生（宮下病院医師）

木 押部 先生 町野 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）

沼沢出張診療所
○ 毎月第２・第４水曜日

７月診療日：１０日、２４日

○ 午後１時３０分～２時３０分
（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
○ 毎週 火曜日・木曜日

○ 午後１時３０分～３時３０分
（受付午後３時まで）

○ 担当医：押部先生

電話 ５６－４２４２

歯 科 診 療 案 内
○ 月～金 午前９時～正午 午後１時～午後５時 （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。

○ 担当医 ： 市川先生

【 歯科休診のお知らせ 】
○ 下記のとおり歯科医師が不在となりますので、ご了承ください。

・ ２日(火) 午後 かねやまホーム訪問診療 ・１６日(火) 午後 かねやまホーム訪問診療
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宮下病院では、毎週木曜日愛ばんしょ外来を開設しています。

●病気や障害があり自宅で生活を送っている方の介護や生活についての相談窓口

●地域で暮らす方の健康の維持・増進、病気を予防するための健康教室

●地域で暮らす方々が気軽に立ち寄り、交流する場所の提供を目的として、皆様のお

手伝いをさせていただきます。

※相談コーナー 午前９時～正午 午後１時～午後４時

（健康教室内容は、都合により変更になる場合があります）

○時 間 健康教室 午前１０時３０分～午前１１時

（健康教室内容・時間は、都合により変更になる場合があります）

住民交流事業 午前１０時～午前１１時３０分

○場 所 宮下病院 外来待合室等

※費用は無料、予約は不要です。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。（住民交流事業は、事前予約が必要となります。)

◎問い合わせ：宮下病院 ☎５２－２３２１

７月 ４日（木） 健康教室 「熱中症を予防しよう」 講師:看護師

７月１１日（木） 健康教室 「転倒予防とロコチェック」 講師：理学療法士

７月１８日（木） 健康教室 「熱中症を予防しよう」 講師:看護師

７月２５日（木） 健康教室 「転倒予防とロコチェック」 講師：理学療法士

健康に過ごしたいけど

何をしたらいい？

介護や病気のこと誰に

相談したらいい？

住民の方々の医療・介護、

生活についての疑問、不安

などの相談を受け付けて

います。
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７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

※粗大ごみについて、ベッド・ソファを出す際は、布や骨組み、スプリン

グ等を部材ごとに分けて集積場に出していただくようお願いします。

※ペットボトルの容器は、キャップを外しフィルムを剥がしてよく洗って

から出していただくようにお願いします。

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

月 日 種 類

７月 ３日(水) プラスチック容器包装

４日(木) ペットボトル

６日(土) 段ボール

１１日(木) 粗大ゴミ

１３日(土) 紙類

１７日(水) プラスチック容器包装

月 日 種 類

７月１７日(水） 缶類

２４日(水） びん類・不燃ごみ

月 日 種 類

７月 ３日(水） 缶類

１０日(水） びん類・不燃ごみ


