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自家消費用農産物の放射性物質測定結果（市独自の測定結果）
　市放射性物質測定センターおよび各支所・住民センターで測定した作物のうち、特に検査数の多かった５種
類の作物の測定結果です。この測定結果は、放射性物質を市独自に測定した数値であり、出荷あるいは販売等
の目安となる数値ではありません。
　 （測定年月日：平成28年６月１日～６月30日・単位：Bq/kg）

品名 測定件数 不検出数 検出数 基準値超数
（100Bq/kg）

セシウム（134+137の合計値）
最小値 最大値

ウメ 170件 168件 ２件 ０件 23.00 52.00
タマネギ 98件 98件 ０件 ０件 不検出
ジャガイモ 83件 82件 １件 ０件 29.00
キュウリ 57件 57件 ０件 ０件 不検出
キャベツ 39件 39件 ０件 ０件 不検出

※セシウムの合計値（セシウム134＋セシウム137）のみの公表となっています。
※ 検出限界値は、測定物の重量や密度により測定物毎に異なります。検出限界値未満のものを不検出としています。
※ 自家消費用農作物の放射性物質測定を希望される方は、市放射性物質測定センターまたは各支所・住民セン
ターへ電話または窓口にてご予約ください。

 ◎問い合わせ…市放射性物質測定センター☎（55）5160

市内23カ所の環境放射線量測定値
測定地点 Ｈ28 Ｈ27 Ｈ26 Ｈ25 Ｈ24 Ｈ23

７月12日
二本松市役所 0.19 0.21 0.26 0.36 0.50 1.22 
二本松住民センター 0.13 0.14 0.16 0.37 0.49 1.10 
塩沢住民センター 0.10 0.12 0.13 0.32 0.37 0.70 
岳下住民センター 0.17 0.18 0.24 0.30 0.39 0.94 
杉田住民センター 0.16 0.18 0.29 0.39 0.46 1.00 
石井住民センター 0.11 0.13 0.15 0.71 0.76 1.33 
大平住民センター 0.18 0.29 0.32 0.53 0.69 1.10 
あだたら体育館 0.09 0.08 0.12 0.30 0.26 0.23 
安達支所 0.11 0.13 0.19 0.25 0.32 0.56 
渋川住民センター 0.20 0.26 0.34 0.45 0.57 1.07 
上川崎住民センター 0.21 0.24 0.33 0.46 0.60 0.82 
下川崎住民センター 0.17 0.20 0.37 0.51 0.66 0.84 
岩代支所 0.15 0.18 0.34 0.45 0.51 1.21 
新殿住民センター 0.13 0.14 0.23 0.26 0.25 0.91 
旭住民センター 0.12 0.12 0.20 0.25 0.32 0.65 
田沢集会所 0.12 0.15 0.18 0.22 0.24 0.54 
田沢（曲山集会所） 0.20 0.23 0.26 0.36 0.49 1.02 
初森（初森老人憩いの家） 0.14 0.19 0.22 0.29 0.35 1.18 
東和支所 0.14 0.16 0.25 0.34 0.38 0.99 
木幡住民センター 0.12 0.17 0.25 0.26 0.39 1.21 
太田住民センター 0.12 0.15 0.22 0.27 0.32 1.30 
戸沢住民センター 0.17 0.21 0.27 0.35 0.47 1.29 
戸沢（熊野谷集会所）0.14 0.40 0.47 0.60 0.70 1.26 

※ 平成23年度は、市独自の測定地点・測定方法による
測定値です（詳しくは、市ウェブサイトをご覧くだ
さい）。平成24年５月１日以降は、文部科学省が設
置したモニタリングポストによる測定値です。

二本松市災害対策本部情報　第104号

飲 料 水（ 水 道 水 ）の 放 射 性
物 質 モ ニ タ リ ン グ 検 査 結 果
　上水道・簡易水道では週に１回の放射性物質モニタ
リング検査を行っています。平成28年７月13日採水分
までの検査結果において、放射性物質は未検出（検出
限界値以下）でした。
※ ゲルマニウム半導体検出器の検出限界値はおおむね
１Bqとなっています。
 ◎問い合わせ…水道課水道業務係☎（55）5137

内部被ばく量測定
（ホールボディカウンター）のご案内
　継続して『測る』『知る・学ぶ』『記録する』ことが重要です。

対　象 案内時期
杉田、石井、大平、渋川、上川崎、
下川崎、小浜地区４歳以上　 通知済み

若宮、松岡、金色地区４歳以上 ８月上旬
亀谷、竹田、根崎地区４歳以上 ８月下旬
予約先：放射線被ばく測定センター☎（24）8110
※ 毎週木曜日および８月７日（日）、13日（土）、14日（日）、
21日（日）、27日（土）は休み
 ◎問い合わせ…健康増進課保健係☎（55）5110

放射線学習会開催します
日　時　９月４日（日）9：30～12：00
場　所　安達保健福祉センター
内　容　グループワーク、アドバイザーとの対話
講　師　二本松市放射線専門家チーム
　　　　アドバイザー木村真三氏
申 込方法　９月１日（木）までに下記までお申し込み
ください。託児希望の方はお子さんの氏名・年齢
をお伝えください。
◎問い合わせ…健康増進課保健係☎（55）5110

■災害全般に関する問い合わせ／災害対策本部総務係（生活環境課） ☎（55）5102
■編集と発行／災害対策本部広報班（秘書広報課） ☎（55）5096
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0243-53-2267☎

2016年８月 競輪開催日程

●競輪場外車券売場

サテライト あだたら

朝得

夜得

入場ポイント２倍！

おいしいおもてなし

ポイント最大３倍！
さらに５と０の付く日は

毎日夜７時より
２階特別観覧席利用のお客様に

詳しくはサテライトあだたらホームページ＆ツイッター♪

（松戸）
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  （木・祝）～
15
㈪

GⅠオールスター競輪オールスター競輪

2016年８月2016年８月

オートレース発売開始予定！オートレース発売開始予定！

［G Ⅲ］
1～2
㈪　㈫

弥彦記念弥彦記念
［G Ⅲ］

25～28
㈭　㈰

豊橋記念豊橋記念
［G Ⅲ］

20～23
㈯　㈫

小田原記念小田原記念

① 10時～11時までにご来場のお客様に

② 毎週水曜日・日曜日 は
　 10時～ ウェルカムドリンク

千葉法律事務所
＜法律相談受付　要電話予約＞

■事故（交通・労災・介護等）の慰謝料・賠償
■離婚 ■相続・遺言 ■土地・建物の売買・賃貸借
■債権回収 ■会社関係 ■その他法律事務一般
〒960‒8018　福島市松木町7番22号（福島市役所西側
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　·駐車場あり）福島県弁護士会所属
弁護士　千　葉　和　彦 ℡024-535-3690

図書館だより　Nihonmatsu City Public Library
　知らない言葉や知らない世界は、本を通して教えてもらえる
　今月は二本松図書館の新着本、夏休みの宿題に役立つ本をご紹介します

新世界透明標本Ⅱ
冨田 伊織　（小学館）
特殊な薬品につけると筋肉が透明に、
骨が青と赤に染まる「透明標本」。
美しく、清涼感あふれる写真を掲載。
シリーズ１巻もどうぞ。

くまざわくんが もらったちず
きたやま ようこ （あかね書房）
ある日、くまざわくんは、なにか忘
れていることに気づきました。友達
のいぬうえくんが作った地図を持っ
て、大事なものを探しに出かけます
が…。

かき氷　天然氷をつくる
細島雅代・写真、伊地知英信・文
（岩崎書店）
昔は冷蔵庫を使わず、冬に作った氷
を夏まで保存。「天然氷」を作る家族
と、おいしいかき氷のおはなしです。

二本松図書館　☎（23）5082
休館日
　 ８月１日（月）、８日（月）、15日（月）、
　22日（月）、29日（月）、31日（水）月末整理休館日
　※11日（山の日）は開館
おはなしのへや　８月６日（土）11：00～11：30
　場　所　二本松図書館１階児童コーナー
　内　容　おじいちゃんが主役！

岩代図書館　☎（55）3255
休館日
　８月１日（月）、８日（月）、11日（木・山の日）、
　15日（月）、22日（月）、29日（月）、31日（水）
　月末整理休館日
納涼おはなし会　８月６日（土）10：00～11：00
　場　所　岩代図書館　絵本の部屋
　内　容　絵本の読み聞かせ、夏遊びなど

移動図書館車「まつかぜ号」巡回日程
第２コース　30日（火）　岳下小学校（12：10）→茶園児童遊園（14：10）→岳下住民センター（14：40）→
　　　　　　　　　　　二本松保健センター前（15：10）
～「夏休み特別コース」を運行しますので、この機会にまつかぜ号をご利用ください～
夏季特別コース①　４日（木）　二本松保育所（10：10）→西池団地（11：10） →杉田住民センター（11：40） →
　　　　　　　　　　　　　　諏訪団地（12：10）
夏季特別コース②　９日（火）　あだち保育園（10：10）→あだたら荘（11：10）→あぶくま台団地（11：40）
　　　　　　　　　　　　　　→石井住民センター（12：10）
夏季特別コース③　18日（木）　東和こども園（10：20）→表団地（11：20）
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暮らしの情報
Information on living

ごみ収集

休日当番医

休日歯科当番医

今月の表紙 （18ページに関連記事掲載）

受付時間
9：00～11：30/14：00～16：30

受付時間
10：00～11：30/13：00～15：30

水道修繕当番

献血

納税　納期限：８月31日

■８月11日（山の日）はごみ収集を行います。
※ 収集は行いますが、もとみやクリーンセン
ターへの持ち込みはできません。
■ ８月15日～16日は、ごみ収集が休みとなり
ます。
※ 持ち込みもできません。

・急な場合を除いて、できるだけ時間に余裕を持って受診願います。
・小印は、小児科当番医療機関
・なお、当番医が変更になる場合がありますのでご注意ください。

（注意）休日緊急歯科当番医は、緊急な場合の応急処置的な治療を目
的に開設しています。緊急を要しない場合や高度な治療を必要とす
る場合は、通常の開業時間に受診ください。
なお、当番医が変更になる場合がありますのでご注意ください。

二本松・安達地域　オオナミ㈱　☎（23）3003
岩代地域　　　㈲佐藤設備工業　☎（55）2152
東和地域　　　㈲東和設備工業　☎（46）2659

　献血の際は、献血カード、献血手帳または
本人確認のできる証明書（運転免許証・健康
保険証）等をご持参ください。

～400㎖献血にご協力ください～
期日 実施時間 場　所 地域

19
（金）

９：00～10：00 株式会社 尾形製作所 安達

11：00～12：00 特別養護老人ホーム羽山荘 東和
13：30～15：00 道の駅ふくしま東和

29
（月）

９：00～10：30 東邦ゴム工業株式会社根崎工場
二本松

13：30～17：00 医療法人 辰星会枡記念病院
※ 会場の都合により実施時間を変更する場合が
　あります。
※駐車場に限りがある場合があります。
　　　　　　◎問い合わせ…健康増進課予防係
　　　　　　　　　　　　　☎（55）5109

　白河市出身で、現在は駒澤大学陸上競技部コーチとし
て活躍している藤田敦史さん。小学生部門で伴走を務め、
一緒に走った子どもたちを勇気付けながら走っていまし
た。さらに10㎞コースに参加した藤田コーチ。起伏の激
しい名物「地獄坂」にさすがの藤田コーチも苦戦した様子
でした（笑）。

市民税および県民税 （２期）
国民健康保険税 （２期）
介 護 保 険 料 （２期）
後期高齢者医療保険料 （１期）

8月 7日（日）（医）佐藤内科胃腸科医院小 油 井 ☎（22）0174

（医）辰星会　枡病院 本 町 ☎（22）2828

いしわたクリニック 本宮市荒井 ☎（63）2826

 11日（木）かさい小児科クリニック小 油 井 ☎（22）8800

（医）辰星会　枡記念病院 住 吉 ☎（22）3100

（医）渡辺クリニック 本宮市高木 ☎（34）3311

 14日（日）（医）森小児科医院小 郭 内 ☎（22）3215

（医）成美会 鈴木皮フ科クリニック 本 町 ☎（22）6877

（医）落合会　東北病院 本宮市青田 ☎（33）2588

 21日（日）土 川 内 科 小 児 科 小 槻 木 ☎（22）6688

整形外科内科リウマチ科　小林医院 根 崎 ☎（22）0682

吉田耳鼻咽喉科医院 本宮市本宮字万世 ☎（34）1330

 28日（日）（医）博愛会　東和クリニック小 針 道 ☎（66）2122

し ん い ち 内 科 油 井 ☎（24）8420

池 田 眼 科 医 院 本宮市本宮字仲町 ☎（34）4100

 9月 4日（日）（医）安斎内科胃腸科医院 若 宮 ☎（22）3001

（医）菊慈会 きくち整形外科 油 井 ☎（23）2627

（医）上遠野内科医院小 本宮市本宮字荒町 ☎（33）5866

8月 7日（日） 大 内 歯 科 医 院 向 原 ☎（23）0750

 11日（木） 三 愛 歯 科 診 療 所 亀 谷 ☎（23）5152

 14日（日） さとうデンタルクリニック 油 井 ☎（62）0418

21日（日） デンティスト ワタナベ 若 宮 ☎（22）0612

28日（日） と う の す 歯 科 医 院 油 井 ☎（22）8422

 9月 4日（日） 安 田 歯 科 医 院 市 海 道 ☎（23）0642
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01　昔ながらの盆踊りを楽しもう
　　 やばせ！里山の夏祭り

02　二本松市結婚推進支援事業
　　 『山こん』一度知ったらこでらんにぃ！東和・岩代

03　市内開催夏まつり情報
　　 二本松の夏まつり

■日　　時　８月12日（金）　18：00～
■場　　所　道の駅ふくしま東和（駐車場）
■内　　容
　 木材のやぐら、地元・有志によるお囃子演奏、盆踊
りタイムなど、地域の手作り感あふれる夏まつりで
す。生ビールや焼き鳥など定番メニューのほか、地
元の食材を使った夜店、お子様も楽しめる屋台、お
楽しみ抽選会も用意しています。
　◎問い合わせ…「やばせ！里山の夏祭り実行委員会」（道の駅ふくしま東和内）
　　　　　　　　担当：高木☎（46）2116

■日　　時　9月3日（土）13：00～4日（日）15：00（※1泊２日）
■内　　容　 ワイナリーで地酒を飲みながら自己紹介、夜はBBQやキャンプ

ファイヤー、山の魅力を堪能できる企画が盛りだくさん！
■集合場所　道の駅ふくしま東和またはJR二本松駅
■参加資格　25歳～45歳の独身男女
　　　　　　（男性は二本松市在住もしくは二本松市内に勤務している方）
■定　　員　男女各10人とし、定員になり次第締め切ります。
■参 加 料　男女共に3,000円
◎問い合わせ・申し込み…NPO法人ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会（道の駅ふくしま東和内）
　　　　　　　　　　　　☎（46）2116　Eメールonigiri.fukuniho@gmail.com
　　　　　　　　　　　　（氏名、年齢、住所、電話番号を記入の上、お申し込みください）

亀谷サカ天まつり　
８月６日（土）午後６時～
亀谷坂（亀谷会館周辺）　
若宮夏まつり　
８月６日（土）午後５時30分～
若宮通り（三浦金物店～県信二本松支店）
郭内おらほの夏まつり　
８月7日（日）午後５時～
田中家具駐車場
もとまちの夏まつり　
８月11日（木・祝日）午後７時～
本町通り（駅前上口～銀座）

根崎の花市・竹田の花市　
８月11日（木・祝日）、
　　12日（金）午後７時～
竹根通り
智恵子の里安達夏祭り　
８月12日（金）午後６時～
安達支所駐車場
いわしろ夏祭り　
８月13日（土）午後４時～
岩代第２体育館
ふる里盆踊り　
８月14日（日）午後６時30分～
地域文化伝承館

岳温泉観光仮装盆踊り大会
８月27日（土）午後７時～
　　28日（日）午後７時～
岳温泉ヒマラヤ大通り

※この夏祭りは「市民との協働による地域づくり
　支援補助事業」により実施します
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04　智恵子生誕130年記念事業
　　 原節子主演「智恵子抄」フィルム上映会

二本松市内で昭和32年にロケをした東宝映画「智恵子抄」。
智恵子役で出演した故・原節子さんを偲び、当時の資料等も
展示・紹介します。ぜひお楽しみください。

■日　時　９月24日（土）
■会　場　安達文化ホール（安達支所２階）
■上映時間等（98分） １回目15：00～　２回目18：00～
　※全席自由
■入場整理券配布所※入場は無料ですが、入場整理券が必要です。
　市役所文化課☎（55）5154　二本松中央公民館☎（23）5121
　安達公民館☎（23）3721　岩代公民館☎（55）2260
　東和公民館☎（46）4111　智恵子記念館☎（22）6151
　※ 未就学児童の入場はご遠慮いただきますので、ご注意願いま
す（入場整理券をお持ちでも入場は一切不可となります）。

■入場整理券配布開始日　８月18日（木）※配布時間は午後５時まで
■休日等の取り扱い　 市役所文化課と各公民館では土日祝祭日は取り扱いません。
　　　　　　　　　　智恵子記念館では、水曜日を除き配布します。

◎問い合わせ…文化課☎（55）5154または智恵子記念館

05　平成28年度コンサートホール自主事業
　　 清塚信也ピアノリサイタル

マルチな活躍で注目を集める新進気鋭のピアニスト清塚信也氏。ドラマ「のだめカンタービレ」にて
吹き替え演奏を担当し脚光を浴びました。知識とユーモアを交えた話術と繊細かつダイナミック
な演奏をお楽しみください。

■日　時　９月19日（月・祝）
■会　場　二本松市コンサートホール
■開　演　15：00（開場14：30）
■入場料　前売り2,000円、当日2,500円
　※前売りで完売の場合、当日券はありません。
　※全席自由
　※ 未就学児童の入場はご遠慮いただきますので、ご注意願います
（チケットをお持ちでも入場は一切不可となります）。

■チケット販売所
　市役所文化課☎（55）5154、二本松福祉センター☎（23）4121、
　市民交流センター☎（24）1215、安達公民館☎（23）3721、
　岩代公民館☎（55）2260　東和公民館☎（46）4111

■チケット発売開始日　８月10日（水）９：00～
　※販売時間は市役所文化課と各公民館が午後５時まで、市民交流センターが午後８時まで
■休日等の取り扱い　市役所文化課と各公民館では土日祝祭日は販売しません。

◎問い合わせ…文化課☎（55）5154または各販売所


