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成人おめでとうございます

如月
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何をするにも間違いや欠点は付きまとう。それでもなお、ことを成し遂げようと、もがき苦しみ、

情熱を燃やし、力を尽くし、大義のために身を粉にして、励む人こそ偉大なのです。
今後ますますのご活躍をお祈りしています。

歩いて行くんだしっかりと、自分の道を踏みしめて。

久保木村長の音頭で万歳三唱

大 森 彩 さ ん の ピ ア ノ 伴 奏 で 成人者代表答辞を述べる長谷川
大地さん
国歌を斉唱

新成人を代表して記念品を
受け取る近藤友香さん

スーツ姿の新成人への成人
証書授与

平成

年泉崎村成人式は、

名、

歳を迎えた新

１月７日㈰村中央公民館で

挙行され、

名、女子

名の新たな門出を祝い

成人男子

計

32

20

37

開会に先立ち、成人者紹

介が行われ、幼少時代から

の映像が当時流行した音楽

にのせてプロジェクターで

映し出されると、懐かしい

映像に成人者から歓声があ

がり、会場を沸かせました。

式では、大森彩さんのピア

ノ伴奏で国歌を斉唱し、成

人証書授与では、出席者全

員に久保木村長から成人証

書が手渡されました。

久保木村長は新成人に対

して「何事にも決して挫折

することなく、今まで培っ

た最後まで諦めない精神力

で明るく元気に進んでくだ

さい。」とメッセージを贈

りました。

また、新成人を代表して

長谷川大地さんが抱負を述

べました。

２
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ました。

69

新成人の皆さんに二十歳の抱負を聞いてみました。
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年度の泉崎村育英

○貸与の条件
⑴貸与利息
⑵貸与期間
の正規の修学期間

奨学生の在学する学校等

無利息

及び選考要領等による。

⑸泉崎村育英基金募集要項

は給付を受けていないこと。

同種類の奨学資金の貸与又

⑷国県又は、他の団体から

さい。

員会までお問い合わせくだ

詳しくは、泉崎村教育委

いないことを原則とします。

の額が収入基準を上回って

定総所得金額を算出し、こ

する世帯構成を考慮した認

の総所得金額と、これに対

本人の属する世帯の１年間

人員別収入基準額を設定し、

判断は、本人の属する世帯

難と認められるかどうかの

経済的理由により就学困

○経済力基準

泉崎村育英奨学資金の奨学生の募集！
平成
奨学資金の奨学生を次のと
おり募集いたします。
年３月１日㈭～３

○募集時期
平成
月 日㈮午後５時まで
○応募資格
⑴高等学校・高等専門学校、
短期大学、大学及びこれら
の教育機関と同等とみなさ
れるその他の教育機関に在
学し、品行が正しく学術に
すぐれ、身体が強健である
こと。
⑵奨学生及びその父母が泉
崎村に引き続き１年以上居
住していること。

⑶償還方法

４０,０００円 ※２
奨学資金の種類・貸与月額

「 ありがとう！泉崎の皆さん」

村の英語指導助手が帰国

村の英語指導助手として

WEISS CHRISTOPHER

４
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勤務していたクリス先生

（

月末に本国アメリカ

）は、体調不良
WILLIAM
などを理由に退職をされ、

昨年

と幸せを願っています。」

さん、泉崎の皆さんの元気

た。学校の先生や生徒の皆

す。でも思い出は残りまし

すがアメリカへ帰国しま

あって体調を崩し、残念で

います。慣れない生活も

間でしたがありがとうござ

クリス先生から「短い時

しました。

館で英語の先生として活躍

をはじめ幼稚園、中央公民

生徒から親しまれ、中学校

以降、若さと優しい人柄で

生は、昨年４月に着任して

へ帰国しました。クリス先

12

とメッセージがありまし

た。

Eメールアドレス
cwjet2017@gmail.com

⑶経済的理由により就学が

大

30
30

困難と認められること。

年以内（※

もしよかったら
メッセージください。

備考（貸付例）※貸付総額
20,000円×36ヶ月＝720,000円
20,000円×48ヶ月＝960,000円
40,000円×24ヶ月＝960,000円
40,000円×48ヶ月＝1,920,000円
40,000円×72ヶ月＝2,880,000円
貸与月額
２０,０００円
２０,０００円
４０,０００円 ※１※２

３年
４年
２年
４年
６年
種 類
高 等 学 校
高等専門学校
短 期 大 学

学

貸与期間の終了からその
６ヶ月後から

２）において年賦、半年賦、
月賦により返還すること。
問村教育課
学校教育グループ
☎０２４８・５４・１５３３

専門学校は短期大学（月額40,000円）と同種の区分とします。
制度改正により変更となる場合があります。

※１
※２

10

16

福島大学と協力協定

とうやんぼう開催

日㈯、村ソフト

福 島 工 場／福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字坊頭窪１番地
☎0248-53-3491・FAX0248-53-3493
第二福島工場／福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字山崎山１番地３
☎0248-54-1618・FAX0248-54-1619
白 河 工 場／福島県白河市萱根月ノ入１番地21
☎0248-21-1401・FAX0248-21-1404
白河第二工場／福島県白河市萱根月ノ入１番地21
☎0248-28-5061・FAX0248-28-5064
本
社／埼玉県さいたま市大宮区土手町２丁目７番２
☎048-650-6051・FAX048-650-5201
http://www.asahi-rubber.co.jp/

元村議会議員橋本三男氏
１月

ボ ー ル 場 に お い て、 い

泉崎村を含む西白河郡
の４町村と福島大学は農

ちょうの会による「第

旭日単光章伝達式
業をはじめ産業、福祉、

回とうやんぼう」が行わ

日㈪役場会議室

において、元泉崎村議会
教育、環境など各分野で

れました。

月

議員橋本三男氏に旭日単
支援協力する相互協定を

名の方が

月飾りやダルマ、お札を

来場して、門松などの正

今年は、約

光章が伝達されました。
年

福島大学から中井勝己

た。

１月５日㈮に締結しまし

橋本氏は昭和
年の永き

１日、泉崎村議会議員に
当選以来３期

納めていきました。

とうやんぼうが始まる

学長、来賓として福島県
から野地誠県南振興局長

と、いちょうの会の佐々

の無病息災と村の発展を

が出席し調印式が行われ
久保木村長は農業に加

祈願してから、久保木村

木敏夫会長が、今年一年
え、遺跡や古墳の発掘調

長、鈴木盛利村議会議長、

ました。

において、㈱京葉興業代

査を通し観光振興などに

杉田教育長らが櫓に点火

日㈫役場村長室

表取締役鈴木宏和様（大

期待を寄せています。

月

の誕生日に併せて、野地

字泉崎字八ヶ代山）より

歳

誠県南地方振興局長から

子どもの教育に役だてて

協議会理事を歴任。

勲記と勲章が手渡されま

いただきたいと、本村教

点火、勢い良く燃え上がる。

を行いました。

した。立ち会った久保木

育振興資金として一般会
だきました。

福島大学との協定式

村長からあいさつがあり、

合理事と泉崎村社会福祉

24

計に多額のご寄附をいた

㈱京葉興業寄附金贈呈

月

旭日単光章を授与された橋
本三男さん

13

橋本氏より御礼の言葉が

また、白河農業協同組

た。

円滑な運営に尽力しまし

にわたり在職し、議会の

12

300

25

述べられました。

贈呈式では、執行役員
福島支店長大柳喜一郎様
から久保木村長に目録が
手渡され、村長は、「貴
重な浄財を本村教育振興
のため大切に使わせてい
ただきます。」と御礼を
述べました。
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26

10
88
贈呈式での大柳福島支店長
と久保木村長

12

54

12

束の贈呈と御礼の言葉が
述べられました。

ドキドキ…サンタさんあり
がとう

あんしん苦情解決第三者

委員会委嘱状交付式

村社会福祉協議会で

んのお二人に委嘱状が交
付されました。

☆ 気 軽 に 御 相 談 くだ さ い 。

６

で、電気を付けたり消し

からプレゼントをもら

建築工事などその他

山崎かよさん百歳賀寿
たり、さらにサンタを呼

きたりニセサンタがでて

その後もオラフがでて

式には、久保木村長、

きたりと、子ども達は大

と歓声があがり、大興奮

が登場すると、「わぁー」

最後にサンタクロース

鈴木盛利村議会議長、緑

幼稚園でクリスマス会

喜びでした。

会長、平賀淳子施設ホー
ム長が出席し、知事賀寿
の伝達や村賀寿、記念品、

を円滑・円満に解決し、

は、利用者等からの苦情
サンタクロースに代表

社会福祉協議会の信頼性

の子ども達でした。
の子が「最近嬉しかった

と適性の確保のため第三

日㈭村幼稚園

ことは何ですか？」と質

者委員会を設置していま

月

みんなで、サンタク

問すると、「元気いっぱ

す。

祝金等の贈呈が行われま

ロースが来ることを願っ

いの泉崎幼稚園のお友達

ホールで「クリスマス

て「あわてんぼうのサン

に会えたことが嬉しかっ

日㈬に久保木会長より菊

した。

かよさんは、３人の

タクロース」を元気に歌

たです。」と応えてくれ

地行雄さんと鈴木文子さ
クッキーを食べた後

い、夢のような時間を過

会」が行われました。

子供に恵まれ、孫が８

い、その後に、スノーマ

ました。

また、親族の方より花

人、ひ孫が８人、玄孫が

ンの形をしたクッキーを

意した生活を送ってこら

は、先生が次々に登場

ごすことができました。

任期は２年で、１月

２人おられます。長寿の

れ、また何でもよく食べ

し、帽子やリング、ス
を披露してくれました。

プーンなどを使った手品

ることということです。
おめでとうございます。
これからもお元気で。

魔法使いに扮した先生
が登場すると、魔法の杖

10

菊地さん
（左）
と
鈴木さん
（右）

一人一人、サンタさん
いただきました。

14
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日に満百歳を迎
ぶ魔法を唱えましたが、

月

えられた山崎かよさん
月

魔法を間違え、鬼が登場

寿贈呈式が、
18

に白河市の介護施設で行

12

川武男村老人クラブ連合

われました。

ングもありました。

（関和久字木ノ内）の賀

山崎かよさん

してしまうというハプニ

百歳賀寿

日㈪

16

秘訣は、昔から健康に注

12
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保育所で子ども新年会
１月５日㈮村保育所
ホールで子ども新年会が
行われました。
十二支の由来を分かり
やすく聴いた後、カルタ

Ｊ Ａ女性部が手作り味噌

取り、コマ回し、羽根つ
きを先生方が実演しまし
を寄贈
日㈭Ｊ Ａ夢みな

み白河女性部泉崎支部の

月

笑いに挑戦し、お正月遊
皆様より、学校給食セン

います。

い味噌をありがとうござ

だきます。毎年、おいし

給食に活用させていた

が来所しました。

事務局の白岩多賀子さん

支部長の廣瀬幸子さん、

噌をいただきました。

ターと保育所に手作り味

びを楽しみました。

また、クラス代表が福

た。

高くあがるといいね。
給食に使わせていただきま
す。

◆作りかた

①そうめんをゆでて冷水
で冷やす。

②そうめんをオリーブオ

イル、めんつゆ、水をあ

わせたタレにからめる。

③②のそうめんをいなり

揚げに詰め込み形をとと
のえる。

④③の上に、オクラ、

コーン、ツナマヨを盛り
付ける。

⑤④と同じように、ソー

セージ、オクラ、納豆、

コーン、かいわれなどを

お好みで盛り付ける。
◆コメント

そうめんの食べ方に飽

きていたので、ちょっと

変わった感じに、さっぱ

りと食べられるようにと
考えました。

☎・泉崎５３－４０６６・ＦＡＸ２１－６６７８

随時、経験者・見習い募集中です

ペンキで大改装・美フォーアフターしませんか！
住宅の屋根・外壁・天井・破風雨樋・サビ・カビ・
ヒビ割れなどありませんか！
現在の色、又御自分の好きな色でリフレッシュ

今話題の防かび塗装・遮熱塗料・光触媒塗料
など特殊塗装もお任せください。
＊＊店舗・オフィス・会社・工場内外等＊＊
店舗の模様替え、会社の社員食堂、
知事許可（般-27）第27330号
（労大臣認）１級建築塗装技能士
休憩所等の塗り替えも、お任せください。

泉崎村のペンキ屋です

今年も笑顔いっぱいの
年にしたいと思います。

上手にできるかな。

いずみざき
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おいなり用油揚げ ８枚、そうめん ２束、オクラ ２本、ツナ缶 １/ ２缶、
コーン・ソーセージ・ミニトマト・かいわれ大根・納豆 適量、めんつゆ 大２、
オリーブオイル 小１、マヨネーズ、水
料
材

21

★★★
芳賀柊人さん、恵子さん
村長賞
今月おすすめレシピ
★★★

＜おいなりそうめん＞

今日の晩御飯

12

平成29年度わが家のアイディア料理コンクール入賞作品②

＊見積り無料
いつでもお電話お待ちしております

■体にいい油、悪い油
してどのように作られているのかに注

目すべきであり、貴重な油を少量用い

るような食生活を送るべきであると結

総合診

療科の樋口健弥先生より、「体にいい

論づけていました。参加者の方は熱心

月９日㈯総合南東北病院

油、悪い油」と題した講演が泉崎村保

に聞き入っていました。

次回は２月 日㈯に予定されていま

17

健福祉総合センターでありました。

「油っこいものを摂りすぎないよう

す。

00

に」とよくお医者さんから言われてい

■泉崎南東北公開講座のお知らせ

日㈯

：

15

るかと思いますが「油っこいもの」っ

て一体なんでしょうか？との質問から

２月

：

○期日

○開場

00 30 17
～

集団検診室

樋口先生の講演が始まりました。

食用油は以前は動物性とか植物性と

14 13
：

泉崎村保健福祉

○講演

○会場

総合センター

かに分類されていましたが、単一脂肪

酸の油はないので、最近は含まれてい



○入場料

る主脂肪酸の違いによる分類がされる

ようになってきたこと、リノール酸系

○演題

無料

の油を摂取しても血中のコレステロー

～要介護にならないために～」

泉崎南東北診療所

整形外科

「フレイルって何？

レステロールを上げるこ

○講師
所長

小林利男先生

ルを下げず、使い続けているとかえっ

て悪玉コ

と、α‐ リノレン酸系の油を摂取する

とアトピー性皮膚炎が改善されること

などをスライドを使ってわかりやすく

解説されていました。

本当にいい油とは、低温圧搾法

（コールドプレス法）で作られたえご

ま油や高級なエクストラバージンオ

リーブオイルなどです。

最後に油を選ぶ際には、何を原料に

－

12

診療所外来２月担当医
※ 2月2日（金）終日と2月8日（木）午前中は、内藤先生不在のため休診になります。

月

火

小林利男

小林利男

整形外科・内科

午

前

整形外科・内科

内藤

受付時間
8：30～
11：30

水
内藤

木
梓

消化器内科・外科

小林利男

整形外科・内科

内藤

梓

金

梓

消化器内科・外科
2/8午前のみ休診

消化器内科・外科

北原正樹

内藤

梓

内科・形成・皮膚・禁煙 消化器内科・外科

後

受付時間
13：30～
16：00

梓

小林奈美江
眼科

八木正樹

小児科
2/8のみ診療

午

内藤

消化器内科・外科
2/2のみ休診

小林利男

整形外科・内科

緑川博文

心臓血管外科
2/5のみ診療

第１月曜日午後
（14：00 ～ 16：30）

内藤

梓

消化器内科・外科

内藤

梓

消化器内科・外科

土

日

総合南東北病院
心臓血管外科

内藤

梓

消化器内科・外科
第2・4土曜日診療

休
内藤

梓

消化器内科・外科
2/2のみ休診

小林利男

整形外科・内科

八木正樹

小児科
2/8のみ診療

小林利男

整形外科・内科
第１土曜日診療

内藤

診

梓

消化器内科・外科
第2・4土曜日診療

小鹿山博之

内科・脳外科
第３土曜日のみ診療

※都合により診療時間や医師の変更がある場合がありますので、詳しい診療案内等は当診療所へお電話にてお問い合わせください。
※水曜日の受付は 14：30までとなります。
※日曜・祝祭日・年末年始の休日の当番医は☎0248-23-9909（しらかわ情報センター）で確認いただけます。


問い合わせ

泉崎南東北診療所

☎0248-53-2415
広報
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年

４月に接種券をお送りして

対象となる方には、

予防接種はお済みですか。
次の予防接種は、費用助
年３月

お酒との上手な付き合い方

るために、また飲んでしま

～アルコール依存症にならないために～
適量を守ればお酒は「百
ただし、飲み方によって

成期間が、平成
います。接種券が届いてい

は肝臓障害をはじめ、多く

切な治療が必要です。

うことを繰り返すことにな

日までです。それ以降は自
ない方や紛失された方は再

の生活習慣病の原因にもな

適量を守りましょう。

薬の長」。

己負担の接種になりますの
発行しますので、村保健福
ります。

一般的に成人男性で純ア

依存症は専門医による適

ります。

で、対象となる方で、まだ
祉総合センターへご連絡く

また、お酒を大量に飲み

受けていない方は、ご確認
費用助成の機会は一人に

ｇ以内

接種を希望される方は、期

要因となり、対人関係や家

依存症を引き起こす大きな

高齢者はこれより少ない量

に抑えましょう。（女性や

ルコール量を１日

間内に受けてください。

対し一生に１回の制度です。 続けることは、アルコール

年度の対象者

㎖

が目安になります）
○ビール
○日本酒

１合

○缶チューハイ

ルの原因にもなります。
アルコール依存症とは、
自分では飲酒のコントロー

㎖

合 ㎖

㎖

眠などの離脱症状が出てく

イラや頭痛、手の震え、不

制でき依存症を防ぐことに

日を決めることで習慣を抑

また、自分の意思で休肝

を疲労させます。

毎日の飲酒は肝臓や胃腸

休肝日を決めましょう。

○ワイン

ルができなくなる病気です。 ○焼酎
と、やがて毎日お酒を飲ま

年

特に、第２期のお子さん

です。

接種対象者は次のとおり

族関係などの様々なトラブ

歳、

歳、

【麻しん風しん予防接種】

歳、

歳になる方

への費用助成は、平成
満１歳の方

ずにはいられなくなり、ア

大量の飲酒を続けている

第１期

小学校就学前の１

日までです。

但し、以前に高齢者肺炎

第２期

３月

球菌ワクチンを接種したこ

年間（幼稚園年長児）
接種対象者は小学６年生

るようになり、それを抑え
歳以上

もつながります。
４月に予診票等をお送りし

（保健福祉総合センター内）

問 村住民福祉課福祉グループ

週に２日は休肝日を！
ております。まだ接種して

☎０２４８・５４・１３３５

29

です。（
満）

13

対象となる方には、

11

いない方は早めに受けてく

年

歳未

ルコールが抜けると、イラ

とがある方（自費での接種
ませんのでご注意ください。

㎖

年４月２日～平成

【高齢者肺炎球菌ワクチン
接種】
○平成
平成
歳、

年４月１日の間に、

歳、
歳、

で、村から接種券が届いた

歳、

85

【二種混合予防接種】

方。

20

520
180
110

100 80

65

29 29
95 75

500
0.6

180

い。

ださい。

31

の上、早めに受けてくださ

30

29
30

90 70 30
も含む）は、対象にはなり

31

ださい。
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☎５４・１３３５
福祉グループ

泉崎図書館
☎５３・４７７９

本の福袋、大盛況でした！
図書館では、今年はじめて絵本・児童書（3冊入り）を各5セット、一般用（3
冊入り）を10セット作成しました。本の中身はあけてからのお楽しみだったので、
ワクワクしながら借りていきました。興味を持たれた方は来年お待ちしています。

《知っていますか？図書館活用法》
泉崎図書館では、読みたい本が貸出中の場合、予約ができます。予約の本の準備が出来次第、
ご連絡をしています。ご連絡から1週間以内に来館をお願いいたします。1週間以上、連絡がない
場合には取消となってしまいますので、ご注意ください。図書館のことで分からないことやお探
しの本が見つからないときは、お気軽に職員にお声かけください。

今月のおすすめの本

『とるとだす』

『入浴の事典』

畠中 恵／著
新潮社

阿岸祐幸／編
東京堂出版

緊急事態続出の
『 し ゃ ば け 』シ
リーズ第16弾。

体に無理なく行う入
浴の基本、簡単な運
動を紹介します。

『明日のひこうき雲』『きみ、なにがすき？』『おばあちゃんの
えほうまき』
八束澄子／著
はせがわさとみ／作
ポプラ社

あかね書房

14歳の心の葛藤
を描く青春小説。

《新刊案内》
書

名

著

者

妖怪美術館

広瀬

エルマーとクジラ
幽霊屋敷のアイツ

野村たかあき／作・絵

佼成出版社
あなぐまは、ともだ
ちの好きなものを庭 節分におばあちゃんと
で作ろうとしますが…。 きりちゃんは、「えほ
うまき」を作ります。
出

克也

版

社

請求記号

絵本館

E-ﾋ

デビッド・マッキー

ＢＬ出版

E-ﾏ

川口

アルファポリス

K-913.6-ｶ

雅幸

親子で楽しいはじめてのあやとり

福田

けい

朝日新聞出版

K-798-ﾌ

南風吹く

森谷

明子

光文社

YA-913.6-ﾓ

瞳の犬

新堂

冬樹

KADOKAWA

913.6-ｼ

あなただけじゃないんです

瀬戸内

自由国民社

914.6-ｾ

寂聴

〔お祝・法要・弔事・快気祝・御中元等〕

ふとんのリフォーム直せる・作れる

ふとん打直し加工…掛敷共各１枚7，450円
西川チェーン店のきたむら寝具館

広報

いずみざき

10

相

談

無料法律相談

16

00

福島県弁護士会白河支部
弁護士による無料法律相談
を実施いたします。
お気軽にご利用ください。
なお、予約が必要となり
ます。
○日時 ２月 日㈮
： ～ ：
〇会場 泉崎村保健福祉
総合センター
問泉崎村社会福祉協議会
☎０２４８・５４・１５５５
00 23

多重債務・貸金業に
関する相談窓口

け付けています。
〇相談窓口
福島財務事務所 理財課
〇受付時間 月曜日～金曜
日（祝日、年末年始除く）
： ～ ： 、 ： ～
： （原則として）
〇相談窓口直通電話
☎０２４・５３３・００６４
30 30

12

13

○日時 ２月 日㈮
： ～ ：
○会場 白河市産業プラザ
・人材育成センター

確定申告無料相談会

16 8

税理士記念日
「税の無料相談会」
○日時 ２月 日㈮
： ～ ：
○会場 白河市産業プラザ
・人材育成センター
事前予約は必要ありませ
ん。申告等に関する関係書
類をご持参ください。
問東北税理士会白河支部
☎０２４８・２７・０３１６

ひとり親家庭向け就
職・転職活動サポー
ト窓口
就職や転職の活動をサ
ポートします。ひとりで子
育て中のお母さん、お父さ
ん、お仕事について悩んで

いませんか。
お気軽にご連絡くださ
い。相談無料、秘密厳守
です。出張相談もできま
す。
【サポート内容】
○生活の不安から今の仕事
を続けていくのを迷ってい
ます。
給料が足りない、社会保
険に加入したい、子どもと
いる時間を確保したいなど
今の仕事で感じている不安
を伺います。
○他にどんな仕事があるか
知りたい。今の仕事を辞め
るまではいかないけど、将
来のために情報収集したい。
求人情報の郵送サービス
も行っています。
○就職活動をしたい。
経験がなくてもやる気が
あれば応募できる仕事もあ
ります。挑戦できそうな仕
事を一緒に探します。
○就職活動のノウハウを知
りたい。
履歴書の書き方、面接の
受け方など効果的な方法を
アドバイスします。
○窓口対応時間
９： ～ ： （土日祝
日・年末年始を除く）
問県南保健福祉事務所児童
家庭支援チーム

☎０２４８・２２・５６４７

ふくしま県南地域若
者サポートステー
ション

厚生労働省福島労働局委
託事業、 歳～ 歳の無業
の方を対象とした一般就労
相談機関。
就職活動に関する相談や、
就職活動をサポートする
様々なプログラム（職業適
性検査、応募書類添削、面
接練習、ビジネスマナー、
パソコン教室、コミュニ
ケーション講座、ソーシャ
ルスキルアップ講座、職場
体験等）を無料で利用でき
ます。
就職決定後も職場定着・
ステップアップ相談実施。
○住所 西郷村字道南西
２
○開所 月曜日～金曜日
： ～ ：
問アネシス学院株式会社
☎０２４８・２１・９７３０
電子メール

福島県司法書士会では、
ふくしまの復旧・復興と原

原発賠償説明会・
相談会

fukushimakennan-saposute
@aneshis.com

00

00

00
00

13

財務省福島財務事務所
では、返済しきれないほ
どの借金を抱え、お悩み
の方々からの相談に応じ
ています。借金の状況を
お聞きし、必要に応じ弁
護士・司法書士などの専
門家に引継ぎを行います。
秘密厳守、相談は無料で
す。お気軽にご相談くだ
さい。
また、国や県の登録を受
けずに貸金業を営む、いわ
ゆる「ヤミ金融」業者には
十分ご注意ください。ご利
用されている貸金業者の登
録状況に関する問い合わせ
や不正に利用されている預
貯金口座に関する相談も受

いずみざき
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14

00 －

39

18

15

10

00

00 16

00 23

心の相談会

12

10

10

心理士による心の相談会
を実施します。相談は無料
で、秘密は厳守します。
心の悩みでお悩みの方、
又はその家族の方はこの機
会にご相談ください。
なお、事前の予約が必要
です。希望される方はご連
絡ください。
〇日時 応相談
〇会場 泉崎村保健福祉
総合センター
問村住民福祉課福祉グループ
☎０２４８・５４・１３３５

00 10

16

16

心配ごと相談 所

00

村社会福祉協議会では心
配なことがあって困ってい
る方のために、毎月第２土
曜日に心配ごと相談を行っ
ています。
秘密は厳守しますので、
お気軽にご相談ください。
〇日時 ２月 日㈯
： ～ ：
〇会場 泉崎村保健福祉
総合センター
〇相談員 村民生委員
北澤正巳・草野拓
問泉崎村社会福祉協議会
☎０２４８・５４・１５５５
10

00

17

00

内

発事故被害者への十分な賠
償実現に向けて、２月 日
㈯に、原子力損害賠償紛争
解決センター（以下、「セ
ンター」という。）の 協 力
を得、センターによる説
明会と司法書士による県
内２会場（いわき市、福
島市）での面談相談会、
加えて、当日会場に足を
運べない被害者の方々の
ため電話相談会を開催い
たします。
○当日専用電話
☎０２４・５３５・６７００
説明会・相談会の内容と
しましては、原発事故被害
者、特に、自主的避難等対
象区域からの避難者・滞在
者の損害賠償請求に関する
ものといたします。
お気軽に会場に足を運ん
でください。
問福島県司法書士会
☎０２４・５３４・７５０２

案
春季全国火災
予防 運 動
空気が乾燥し、火災発生
の増加が予想されるこの時
期に合わせ、春季全国火災
予防運動が実施されます。
昨年は当消防本部管内にお
いて着衣着火（着ている衣

10

服に火がつく）により尊い
命が奪われた火災が発生し
ました。大切な命や財産を
火災から守るために、日頃
から火災予防を心がけま
しょう。
○防火標語 「火の用心
ことばを形に 習慣に」
○実施期間 ３月１日㈭～
３月７日㈬までの７日間
〇住宅防火 いのちを守る
７つのポイント
【３つの習慣】
○寝たばこは、絶対しない。
○ストーブは、燃えやすい
ものから離れた位置で使用
する。
○ガスコンロなどのそばを
離れる時は、必ず火を消す。
【４つの対策】
○逃げ遅れを防ぐために、
住宅用火災警報器を設置す
る。
○寝具、衣類及びカーテン
からの火災を防ぐために、
防災物品を使用する。
○火災は小さいうちに消す
ために、住宅用消化器等を
設置する。
○お年寄りや体の不自由な
人を守るために、隣近所の
協力体制をつくる。
○防火火災防止対策
平成 年中（全国）の
放火及び放火の疑いによ
28

る出火件数は５８１４件
となっており、全火災件
数３６８３１件のうち約
２割を占めています。放
火を事前に防ぐために、
次のことを心がけましょ
う。
【予防のポイント】
○家のまわりに燃えやすい
物を置かないようにする。
○ごみは収集日に出す。
○物置、車庫、空き家には
鍵をかける。
○車やオートバイのボ
ディーカバーには防火用品
を用いる。
○隣近所と一緒に放火させ
ない協力体制を作る。
【火災・救急・救助は
１１９番】
問矢吹消防署泉崎中島分署
☎０２４８・５３・２９７８

北方領土返還運動
全国強調月間
２月７日は「北方領土
の日」です。１８５５年
のこの日に、日魯通好条
約が調印されたことにち
なみ、北方領土返還要求
運動の全国的な盛り上が
りを図るために設定され
ました。
北海道の北東洋上に連な
る歯舞（はぼまい）群島、

色丹（しこたん）島、国後
（くなしり）島及び択捉
（えとろふ）島の北方領土
は、日本人によって開拓さ
れ、日本人が住みつづけた
島々です。これら北方四島
は、昭和 年８月の第二次
世界大戦終了直後、ソ連軍
により不法に占拠され、日
本人の住めない島々になっ
てしまいました。非常に悲
しいことです。
北方四島は、歴史的にみ
ても、一度も外国の領土に
なったことがない我が国固
有の領土であり、また、国
際的諸取決めからみても、
我が国に帰属すべき領土で
あることは疑う余地もあり
ません。
北方領土問題とは、先の
大戦後、 年以上が経過し
た今も、ロシアの不法占拠
の下に置かれている我が国
固有の領土である北方四島
の返還を一日も早く実現す
るという、まさに国家の主
権にかかわる重大な課題で
す。
内閣府は、歯舞群島、色
丹島、国後島及び択捉島の
北方四島早期返還の実現を
目指して、外交交渉を支え
る国民世論の結集と高揚の
ための広報・啓発の充実、
20

70

政府と民間が一体となった
返還要求運動の全国的な発
展・強化を図るとともに、
北方四島との交流の推進な
ど、北方領土問題解決のた
めの諸施策を推進していき
ます。
問総務課企画財政グループ
☎０２４８・５３・２４０９

自動車の登録・検査
の手続きはお早めに

毎年、年度末の３月期は
自動車の登録・検査の申請
で多くの方が訪れ、窓口が
大変混雑します。その結果、
手続きに何時間もかかるこ
ともあり、申請者の皆様に
は大変ご迷惑をおかけして
おります。
このことから手続き等を
お考えの方は、早期の申請
をお願いいたします。
問東北運輸局福島運輸支局
登録・検査関係
☎０５０・５５４０・２０１５

自動車の移転・抹消
の手続きはお済みで
すか？

自動車税は、毎年４月
１日（午前０時）現在で、
車検証に記載されている、
「所有者」または「使用
者」に課税されます。

12
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登録部門
☎０５０・５５４０・２０１５
○自動車納税通知書の送付
先変更などに関すること
問福島県県南地方振興局県
税部課税課
☎０２４８・２３・１５１９

は、領収書の添付（提
示）の代わりに、「医療
費控除の明細書」の添付
が必要となります。なお、
医療費等の領収書は、自
宅で５年間保存する必要
があります。

節子

お忘れなく！
マイナンバー

須藤
照子

原動機付自転車・小型特殊
自動車・二輪の小型自動車
を所有する方に課税され、
年度途中で廃車や名義変更
をしても税の還付はありま
せんので、登録内容に異動
がある場合は３月末までに
手続きを行ってください。
問村総務課税務グループ
☎０２４８・５３・２１１３

塚田

典邦

軽自動車等の異動の
手続きはお早めに

金沢ミサ子

秋山

汀舟

所得税等の確定申告書
には、①マイナンバーの
記載と②本人確認書類の
提示又は写しの添付が必
要です。
なお、本人確認書類の例
としては、次の書類があり
ます。
例１ マイナンバーカード
例２ マイナンバー通知カ
ード（紙製）＋運転免許証
など
問白河税務署
☎０２４８・２２・７１１１
※確定申告・国税に関する
一般的なご相談は、「０」
または「１」番を選択して
ください。

川 柳

心にいつも好奇の念を

不景気等は気にしない

年金暮らしでやりくり上手

俚 謡

軽自動車税は、毎年４
月１日現在、軽自動車・

変わりゆく世の中見たい我が晩年

菊地

節子

国税庁ホームページの
「確定申告書等作成コー
ナー」で申告書を作成し、
印刷して郵送等により提出
することができます。
※ネット回線があれば、面
倒な手続き等は必要ありま
せん。
申告書作成会場に行かな
くてもご自宅で作成ができ、
自動計算で間違いも少なく、
とても便利な「確定申告書
等作成コーナー」を是非ご
利用ください。

例年、「所有していない
自動車の納税通知書が届い
た」、「納税通知書が届か
ない」などのトラブルが多
く寄せられています。
自動車の登録内容（移
転・変更・抹消）に変更が
ある場合は、３月末までに
福島運輸支局等で手続きを
済ませましょう。
○登録手続きに関すること
問東北運輸局福島運輸支局

喜寿となり晩年坂は上を向く

須藤

照子

0248-21-5143

T E L &FAX

祭り太鼓に和む夜
国の成り立ち知らしめようと
大和心を教えてる

泉崎村大字北平山字下原25-1

〒969-0103

白河装美

ハウスクリーニング

申告書の作成は、国
税庁ホームページ
で！

晩年は人生行路を懐かしむ

塚田

典邦

公的年金等の源泉徴
収票について

お客様の喜び

文芸クラブ

晩年は歳相応に生きてゆく

秋山

医療費控除の適用を
受けられる方へ

野菜を作り品数多く

30

成人学級

晩年は残る余生の夢を見る

金沢ミサ子

29

不景気等は気にしない

いずみざき

広報

13

年金暮らしでやり繰り上手
汀舟

確定申告をする際に必要
となる、平成 年分公的年
金等の源泉徴収票は日本年
金機構より、平成 年１月
菊地

平成 年分の確定申告
から、医療費控除又はセ
ルフメディケーション税
制の適用を受ける場合に
不景気等無関係

29

00 00 00

犯罪（なりすまし詐欺等）
被害防止」など様々なテー
マで出前講座を行っており
ます。
費用は一切かかりません
ので、お気軽にお問い合わ
せください。
問福島財務事務所総務課
☎０２４・５３５・０３０１

子育てパパ・ママ、
事業主の方必見
子育て支援サイト

し

ふくしま大卒等就職
ガイダンス

14

いずみざき

広報

催

結婚マッチングシス
テム「はぴ福なび」
出張登録会

○内容 ス マ ー ト フ ォ ン や
パソコンで条件の合うお
相手を紹介するオンライ
ン型システム「はぴ福な
び」の出張登録会を開催
します。
○開催日時 ２月 日㈰
： ～ ：
○会場 マイタウン白河
○対象者
歳以上の独身
男女
○登録料 １万円
（２年間有効）
○必要書類 独身証明書、
写真付きの身分証明書、健
康保険証、所得証明書又は
源泉徴収票、写真（上半身
＆全身）
問ふくしま結婚・子育て応
援センター
☎０２４・５４４・００７０

18

00

平成 年３月新規大学等
を卒業予定の方を対象に、
福島県内に就業場所があり、
参加対象学生を正社員とし
て採用する計画のある事業
所の企業説明会を開催しま

カフェの教室 カカオニブから作るバレンタインチョコ
２月13日（火）14時～要予約（定員5名）参加費1500円

日～ 日に発送しており
ます。
老齢・退職を支給事由と
する年金を受給している方
全員に、平成 年２月支払
分～ 月支払分までの金額
を記載した源泉徴収票とな
ります。
なお、障害年金や遺族年
金は非課税所得ですので、
源泉徴収票は送付しており
ません。
詳細につきましては、次
のＵＲＬをご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/
n_net/
○ねんきんダイヤル
☎０５７０・０５・１１６５
（ナビダイヤル）
受付時間
月曜日
８： ～ ：
火～金
９： ～ ：
第２土曜日９： ～ ：

前納・２年前納もあり、
大変お得です。
口座振替を希望の方は、
納付書又は年金手帳、通帳、
金融機関届出印を持参のう
え、ご希望の金融機関また
は年金事務所へお申し出く
ださい。
なお、平成 年４月分か
らの前納を希望の場合は、
２月 日がお手続き期限と
なっておりますので、ご注
意ください。早割は随時受
付しております。
年金事務所へご相談の際
には、「ねんきんダイヤ
ル」か「白河年金事務所」
へ電話にてご予約のうえお
越しください。
※ご予約の際は、基礎年金
番号のわかる年金手帳や年
金証書をご準備ください。
問白河年金事務所
国民年金課
☎０２４８・２７・４１６１
福島労働局では、福島県
小児科医会にご支援いただ
き、子どもの病気などに係
る情報を提供する「ぱぱ・
まま応援サイト」を開設し
ました。
このサイトでは、小児科
専門医から子育てパパ・マ
マへ、子育てにおいて特に
気を付けてほしいことなど
についてのメッセージや子
育てパパ・ママが知ってお
きたい、子どもの病気やケ
ガについての医療機関情報、
相談先情報、育児関連制度
情報などを掲載しています。
サイトへは、「福島労働
局ぱぱ・まま応援サイト」
で検索してください。
問福島労働局雇用環境・均
等室
☎０２４・５３６・２７７７

こころや

特別養護老人ホーム

いちごショコラ

ツブツブ
苺入り

17 19 19

16

20

29

00 00 30

国民年金保険 料 は
口座振替がお 得 で す 。

30

福島財務事務所の
出前講座

28

財務省福島財務事務所で
は、地域のコミュニティ活
動や各種団体の会合などに
お伺いし、「おこづかい
帳をつけよう（小学生向
け）」「日本の財政を考え
よう（一般向け）」「金融

10

18

12

国民年金保険料の納付に
は、口座振替がご利用にな
れます。
口座振替には、当月分
保険料を当月末に振替納
付することにより、月々
円割引される早期制度
や現金納付よりも割引額
が多い６カ月前納・１年

TEL 0248-53-5568

泉崎村川畑 37-1

ス タッフ 募 集

Farmer’
s Market

①介護員 ②看護員 ③ 調理員 ④ 生活相談員

こころん工房の手作り生チョコ好評発売中！

おとなショコラ

ラム酒が
効いてる

30

31

12

50

す。
是非ご参加ください。
○開催日 ３月８日㈭
○事業所ＰＲタイム
： ～ ：
○各種就職支援イベント
： ～ ：
○合同企業説明会
： ～ ：
○会場
ビッグパレットふくしま
○主催 厚生労働省福島労
働局（新卒応援ハローワー
ク、ハローワーク）、福島
県
○その他 事前申込不要、
お気軽にお越しください。
参加事業所は開催１週
間前までに、福島労働局
ホームページ上で公開し
ます。
事業所ブースにおける
人事担当者が事業概要等
の会社説明や、ハロー
ワーク等各機関による職
業相談・情報提供等を行
います。
問福島労働局職業安定課
☎０２４・５２９・５３９６
24

30

10

10

00

00

00

16

11

11

00

50

40

11

泉崎特産・
健康スポーツ
ゲートリボ競技
子供教室

00

募

集

つるし雛出品者募集
村中央公民館では、昨年か
ら有志の方々により子供達の
健やかな成長を願い、公民館
ロビーにつるし雛の展示を始
めました。
今年も２月中旬頃より展
示する予定です。そこで、
つるし雛を提供してくださ
る方を募集しています。
詳しくは公民館までお問い
合わせください。
問村中央公民館
☎０２４８・５３・２２５８

こんなに危険、運転中の「ながらスマホ」

少するなかで、運転中にス

危険）

○携帯電話使用等（交通の

１点

マートフォン（スマホ）で

罰則

基礎点数

通話や画面を見たり操作し

５万円以下の罰金

近年、交通事故件数が減

た り す る、 い わ ゆ る「 な が

反則金

６千円

千 円、 普 通

９ 千 円、 二 輪 ７ 千 円、 原 付

大型

３月以下の懲役又は

らスマホ」などによる交通

あなたは自動車を運転し

事故が増加しています。

運転中にどうしてもスマ

２点

マートフォンや携帯電話が

ホや携帯電話を使用しなけ

基礎点数

鳴り出したら、どうします

れ ば い け な い と き は、 必 ず

位置情報（ＧＰＳ）のゲー

使用しましょう。

ながらスマホにご注意を

自転車や歩行者も、

ＳＮＳに返信したり、電話

「ながらスマホ」が事故

は、自転車を運転する場合

を誘発する危険があるの

らいなら大丈夫」と思うか

や歩行中の場合も同様で

「ちらっと画面を見るく

も し れ ま せ ん が、 そ の 間

す。

相手にケガを負わせた場

違った考えが悲惨な交通事

に出たりしますか。

ムを操作したり、メールや

ハ ン ド ル を 握 り な が ら、 安全な場所に停車してから

か。

て い る 最 中 に、 手 元 の ス

12

こともあります。

運転中の「ながらスマホ」 合は過失傷害罪に問われる

故を招いています。

は道路交通法違反です。
【違反した場合】

大 型 ７ 千 円、 普 通

５万円以下の罰金

○携帯電話使用等（保持）
罰則

反則金

６ 千 円、 二 輪 ６ 千 円、 原 付
５千円

いずみざき
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15

泉崎屋内ゲートボール場
において「ゲートリボ」子
供教室を実施します。
親子ペアで連携を取りな
がら楽しめる簡単なスポー
ツです。
事前申込不要、運動でき
る服装でご参加ください。
○参加費 無料
〇開催期日 ２月３日㈯、
２月 日㈯、２月 日㈯
○開催時間
： ～ ： まで
※毎回・記念下敷きプレゼ
ント（先着５名様）
問村中央公民館内泉崎村
ゲートボール協会事務局
☎０２４８・５３・２２５８

幼稚園クリスマス会：
スノーマンクッキーおいしいね

17

10

13

今 月 の 行 事
10

行政相談：心配ごと相談所開設
休日窓口開庁日（役場・社協）
（土）

11

休日窓口開庁日（役場・社協）

12

休日窓口開庁日（役場・社協）

（日）
（月）

13

６～８か月児健康相談
貯筋会
（火）●可燃ごみ
新入所申込児面接、説明会
▲資源ごみ
（水）

15

なかよしクラブ自由参加日

・ 授業参観
なわとび大会
（金）●可燃ごみ

絵画教室
休日窓口開庁日（役場・社協）
（日）
繰替休業日

会場： 幼 幼稚園 一 第一小学校
ト トレーニングセンター

22

（木）

11（日）
12（月）
18（日）
25（日）

３／

4（日）

２

３歳児健診（フッ素塗布)

３

PTA奉仕作業

23

（土）休日窓口開庁日（役場・社協）

24

（日）

４

休日窓口開庁日（役場・社協）

（土）

25

休日窓口開庁日（役場・社協）

（日）

休日窓口開庁日（役場・社協）

５

（月）
歯科クリニック（フッ素塗布）
お別れ会
（火） 貯筋会
●可燃ごみ

6

貯筋会

7

（火）●可燃ごみ

▲資源ごみ◆粗大ごみ戸別収集

（水）

水道料金第6期納入期限
村営住宅使用料2月分納入期限
国民健康保険税第8期納期限
（水）後期高齢者医療保険料第7期納期限
介護保険料第8期納期限
▲資源ごみ

28

8

（木）

9

休肝日

（金）●可燃ごみ■不燃ごみ

二 第二小学校 中 中学校 育 保育所 児 児童館 保 保健センター 公 公民館
弓 弓道場 ソ ソフトボール場
さ さつき野球場
パ パークゴルフ場

２ 月の休日当番医
２／

３・４か月児健診

ひなまつり会
ひな祭り会
（金） なかよしクラブ自由参加日
●可燃ごみ

▲資源ごみ

27

保育参観・教育講演会
（土）休日窓口開庁日（役場・社協）

（月）

21

（水）

（月）

17

19

（木）

26

16

18

3/1

貯筋会

（火）●可燃ごみ

授業参観、学年保護者会
無料法律相談
（金） 成人学級
●可燃ごみ■不燃ごみ

14

（木）

20

【２月10日～３月９日】

資 資料館

図 図書館

※急患のための制度です。［診療時間 9時～17時］
※変更等もありますので受診前に確認してください。

■ 小児科

■ 内科・外科

■ 歯科

み う ら 小 児 ク リ ニ ッ ク
☎28-1001（白河市石阿弥陀）
わたなべ子どもクリニック
☎21-2166（白河市老久保）
ね も と キ ッ ズ ク リ ニ ッ ク
☎21-5623（白河市立石山）
白 河 厚 生 総 合 病 院
☎22-2211（白河市豊地）
関
医
院
☎23-3003（白河市横町）

ニ ュ ー ロ ク リ ニ ッ ク
☎24-4111（西郷村下前田東）
明
渓
醫
院
☎27-3060（白河市明戸）
ら
く
ら
く
医
院
☎54-5333（白河市大信）
吉
田
医
院
☎23-4033（白河市年貢町）
す ず き 内 科 ク リ ニ ッ ク
☎24-4114（白河市森の内）

サ ン デ ン タ ル ク リ ニ ッ
☎24-8020（白河市新白河）
赤
沼
歯
科
医
☎53-2004（泉崎村下宿）
安
部
歯
科
医
☎23-1123（白河市新蔵）
酒
井
歯
科
医
☎42-2303（矢吹町中町）
五
十
嵐
歯
科
医
☎23-3473（白河市本町）

モント

ク
院
院
院
院

ブレチア

プリザーブドフラワー・ギフト販売
営業

月・水・金・土

10：00～17：00

広報

いずみざき

16

Coupon

２

泉崎さつき温泉

（泉崎カントリーヴィレッジ）

☎0248－53－4211

Coupon

日帰り入浴 １００円割引券

対岸の人みな冷えて歩みをり

水一枚凍み通りゆく日の視線

光
德

子

々

圭

こちら
戸籍窓口

おめでた

はると

お子さまの名前（ 父・母氏名）

8,500円～

●併用、換金不可

木道に影の一条霜強し

いずみざき

々

広報

宿泊ご宴会プラン（飲み物代別）

お一人様（諸税込）

一石を捧げ氷湖の世に入りぬ

17

3,500円～

子

本柳 遥都くん
（教雄さん・理絵さん）
ゆ り か
溝井 優莉佳ちゃん
（瑞彦さん・香織さん）
え な
湯川 愛捺ちゃん
（登史紀さん・奈緒さん）

お一人様（諸税込）

文
々

子

お祝い

3/31

宴会シーズン到来！各種宴会 予算・ご要望に応じます。

日帰りご宴会プラン（飲み物代別）

山枯れて強き折り目の残りをり

一月の林の不協和音かな

潤

佐々木

11/1 ～ 2018

各種ご宴会・お食事会予約承ります

青空をかつかつ歩む黒ブーツ

子

田

2017

々

秀

熊

大 地さん
歩さん
哲 也さん
万莉子さん

お悔やみ

Village Winter Plan

枯芦に埋め尽さるる青き声

夕波を胸にたたみて鴨寄り来

子

々

和

子

々

栄
々

74 74 85

☎0248－53－4211

●１枚につき１名１回限り有効

草稿のまことうすうす日脚伸ぶ

木の影の一木つよき寒の水

大欅ことごとく枯れ尽したり

散らぬまま枯れゆくものへ朝日差す

待春の木の影踏んで橋渡る

2,096

泉崎さつき温泉

（泉崎カントリーヴィレッジ）

有効期限：H30.３.31

歳）
歳）
歳）

6,345

庫雄さん（
伍平さん（
好光さん（

Izumizaki-Country

2,110

４
２

日帰り入浴 １００円割引券

●併用、換金不可

白石
邊見
磯目

3,247

6,358

夫

女

（戸）

政

現

世帯数

厚氷未完のうたの混沌と

3,098

々

男

沼暁けて杭ごとに冬負ひし鳥

12月１日

子

3,255

京

女

凍て土に残る切り株光り出す

在

々
治

現

冬梢山繭ひとつ揺れながら

秀

子

白鳥の威嚇の首の太くくねる

戴

郎

々

初句会験を担ぎて赤い靴

光

3,103

在

冬日和いつもの鳥のをらぬ沼

氷上に風のかたちの鴨残る

子

々

直
々

男

☎0248－53－4211

●１枚につき１名１回限り有効

村 の 人 口（人）

１月１日

Coupon

有効期限：H30.３ . 31

●併用、換金不可

切株の三つや四つ霜の声

越冬のカーテン大事小さき虫

先生の手紙を握り年新た

基準日

泉崎さつき温泉

（泉崎カントリーヴィレッジ）

日帰り入浴 １００円割引券

有効期限：H 3 0 .３ . 3 1

●１枚につき１名１回限り有効

２
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地域で輝くヒトやモノをご紹介

宿舘老人クラブが村防災センターを年末大掃除

〒969-0101
福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145

発行・編集 泉崎村役場総務課企画財政グループ

12月14日（木）早朝から宿舘老人クラブの会員が、常日頃利用している
村防災センターを老人会のボランティアの目標のーつとして、年末大掃除
作業を実施しました。
清掃には18名の会員が参加し室内外の清掃を行いました。老人クラブ会
員皆さんのお陰で村防災センターも大変綺麗に新年を迎える事ができまし
た。会員の皆様、ありがとうございました。

宿舘老人クラブが新年会
宿舘老人クラブ会員23名は、1月11日（木）泉崎カントリーヴィ
レッジで久保木村長を招待して、新年会を行いました。昨年中は、何
かと御協力をいただきましたことに対し、御礼申し上げます。
さて、昨年は年間の行事の一環で村防災センター前の植木の草取
り、駅構内の花植え、ケアハウス内外清掃ボランティア、また、常日
頃、老人クラブ会員が利用している村防災センターの年末大掃除等、
会員の協力で実施いたしました。今年の年間行事実施を確認し、楽し
く懇親会を行いました。

ホームページアドレスhttp://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/

TEL 0248 - 53 - 24 09 FAX 0248 - 53 - 2958

的狙い、表情きりりと泉崎弓道会の初射会
近隣町村の弓道愛好家が集う泉崎弓道会の「初射会（はつしゃか
い）」が１月８日（月）にさつき公園の泉崎弓道場で開かれ、着物や
はかま姿の愛好家が上達を願って今年最初の矢を放ちました。
初射会には、近隣町村の弓道愛好家ら９人が参加しました。開始
を告げる「矢渡（やわたし）」の儀式の後、４人が一列に並んで28
メートル先にある直径36センチの「尺二的」を狙い、１人２本ずつ
矢を放ちました。
参加者は、作法にのっとって真剣な表情で弓を引き、矢が的中する
と静寂の中に乾いた音が響いていました。

リレートーク

204

松原孝子さん（字後原）

私は泉崎村で生まれ育ち、ずっと泉崎

昨年は、泉崎の公民館から声を掛け

にいるような気がします。ずっと製造業

て頂き、寄せ植え教室の講師をさせて頂

に携わり、製造業しかやった事がない私

いたり、イベントに出させて頂いたり、
リ

が趣味で始めたのが、多肉植物の収集

メイク缶のオーダー寄せ植えも出来るよ

でした。

うになりました。

平成30年２月１日発行
（毎月１日発行）

沢山の品種があり、最初はホームセン

自分が楽しんでやっていた事が今で

ター、園芸店、それでは飽き足らず、専

は現在の仕事にも取り入れて頂いて、私

門店へ行くほどのハマリ具合。

は幸せだなぁーと思います。

一つ買うと次も欲しくなり、今では

今年も沢山の方達とふれ合い、多肉

１００種類くらいまでの種類が集まり、一

植物の寄せ植えを作っていきたいと思

人で始めた趣味が、今では一人増え、二

います。

人増え、沢山の方々に多肉植物を知って
いただく事が出来るようになりました。

今年も皆様宜しくお願いします。

次回、佐川純人さんに
バトンタッチ！
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