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もしクマに出会ったら
ク マ を 興 奮 さ せ な い よ う︑
大声で叫んだり︑背中を向け
て逃げたりせず︑静かに立ち

※同意書の送付を希望される
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左記まで連絡願います︒
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日︵金︶

興課または各住民センター

墓地除染は
今年度限りです
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する場合は同意書を提出して

墓地除染を墓地管理者の申
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市内でツキノワグマが頻繁

ツキノワグマに注意

に目撃されています︒被害を
防ぐため︑次の点に注意して
ください︒

人里にクマを

８月
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﹁福島県民の日﹂
です

ください︒

や野菜︑収穫しない栗・柿な

クマの餌となりうる生ゴミ

する共同墓地やお寺の墓地

対象墓地 多くの方が出入り

館︑智恵子記念館の無料入館

は歴史資料館︑大山忠作美術

この記念日に合わせ︑市で

また︑集落近くの山林や川

かに撤去してください︒

ハチの巣を見つけたら︑速や

いでください︒人家の周辺に

※墓地内の通路や駐車場の供

・舗装部分の高圧洗浄など

・表土除去

除染内容

・歴史資料館
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機会にご来館ください︒

たことのない方は︑ぜひこの

を実施します︒まだ入館され
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用部分に限りますので︑墓
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沿いのやぶの草刈りをするよ

業をする際は︑クマ鈴やラジ

で申請してください︒︶

確保が条件

なりますので︑仮置き場の

※除去土壌等は敷地内保管と

石等の個人所有物は対象外

どを︑人家の周辺に放置しな

など︵個人所有は除く︶︒

寄せ付けないために
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うお願いします︒
クマに遭遇しないために
クマが生息している山林に

オなどで音を出し︑クマに自

提出書類 同意書︵申請書︶

保育士

立ち入る際や︑クマの活動が

分の存在を知らせましょう︒

保 育 所、認 定 こ ど
昭和37年４月２日以降に生まれた者で、保育士の資格および幼稚園教
も園および幼稚園
諭の免許を有する者または平成29年３月末日までに取得見込みの者
での保育または幼
（いずれかの資格免許では受験できません）。
児教育に従事

８人
程度

一般行政事務
に従事

次のすべての要件を満たす者が受験できます。
①自力通勤ができ、かつ、介護者なしに職務の遂行が可能な者
②身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
③活字印刷文（文字の大きさは10ポイント程度）による出題に対応できる者
④昭和37年４月２日から平成11年４月１日までに生まれた者
（身体障がい者） １人
一般事務
程度

受験資格
主な職務内容
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採用
予定人員
採用職種
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二本松市任期付職員
（平成29年度採用）
を募集します

勤務形態 週５日フルタイム勤務
任 期 平成29年４月１日から平成32年３月31日まで（３年間）
試験の実施日 ・第１次試験 10月23日（日） ・第２次試験 11月上旬
受付期間等 ・受験案内（申込用紙）は、市役所本庁、各支所および各住民センターにおいてお渡しします。
・受付期間は、９月１日から９月23日まで、土日祝日を除く毎日午前８時30分から午後５時15分
まで、人事行政課職員係で受け付けます。郵送の場合は９月23日の消印のあるものまで受け付
けます。
◎問い合わせ…人事行政課職員係☎（55）5083
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菊のまち

きくせんりゅう

菊川柳を
募集します

菊人形シーズンパスポート販売中
今年で62回目を迎える二本松の菊人形を記念し、期間中、何度でも利用で
きるお得なシーズンパスポートを販売しています。市内にお住まいの方や
市内事業所等にお勤めの方限定で販売中です！
販売期限 10月７日
（金）
まで 販売価格 大人1,000円、障がい者大人700円
受付窓口 市役所観光課・各支所地域振興課
※会場のチケット売り場では販売しません。
パスポート発行までの流れ
①窓口で申込書に必要事項を記入し、本人確認ができるもの
（運転免許証、
保険証など）
を提示ください。
②代金をお支払いいただき申し込み手続きは終了
③後日ご自宅へパスポートを送付
パスポート利用時の注意点
パスポートの利用はご本人様に限ります。ご入場の際、本人確認のため、
身分証の提示等をお願いすることがあります。紛失した際の無料再発行は
できません。
◎問い合わせ・申し込み…二本松菊栄会事務局（観光課内）☎（55）5122
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菊人形開催に合わせ︑菊に関連

応募方法
・応募用紙（任意でも可）に①作品、②住所、③氏名、④年齢、
⑤電話番号、⑥ペンネーム
（ペンネームは任意）を記載し、
郵便または持参
・応募用紙１枚につき１点の作品でお１人様何点でも応募可
・応募用紙は、二本松市役所本庁および各支所、住民センター
等に設置
・公序良俗に反するもの、批判的なものはご遠慮ください。
締切日
９月16日（金）当日必着
表 彰
最優秀賞１点（１万円相当の景品）
優秀賞５点、佳作５点、入選30点
作品展示
・入賞作品のほか応募作品も菊人形会場内や市内の施設等に
展示予定
・ペンネームでの展示を希望される場合は、応募用紙にペン
ネームを必ず記入してください。
◎問い合わせ・応募先…
〒964−8601二本松市金色403−1
二本松菊栄会事務局（観光課内）☎
（55）5122

第62回菊の祭典
「二本松の菊人形」
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した
﹁川柳﹂
を募集します︒

最 優 秀 賞 作 品 に１ 万 円 相 当 の 豪

華景品が贈呈されるほか︑入賞

作品にも景品を差し上げます︒

﹁菊人形﹂をはじめ
﹁菊松くん﹂や

﹁菊﹂を題材にした作品の応募を

お待ちしています︒ユーモアあ

伝統の菊人形を支える菊師の、熟練の
技を間近でご覧いただき、人形への菊着
けを体験してみませんか。
日 時 ８月13日（土）9：00〜11：30
会 場
霞ヶ城公園「二本松の菊人形」会場予定
地
（郭内）
対象者
菊人形・菊師の仕事に興味がある方な
らどなたでもお申し込みいただけます。
講 師 二本松菊栄会菊師
定 員 15人程度（定員になり次第締切）
受講料 無料 申込締切 ８月10日（水）
申込方法
観光課備え付けの申込書に必要事項を
記入の上、お申し込みください。
◎問い合わせ・申し込み…観光課観光振興係
☎
（55）5122

ふれる作品も大歓迎です︒

菊人形菊着け体験
参加者募集

二本松市 健 康 マイレージ
市では昨年度より、市民の皆さんの健康づくりを応援する「健康マイレージ事業」を実施しており、今年度
も実施します。
このマイレージ事業には２種類あり、二本松市に住む18歳以上の方を対象に、ポイントが貯まると県内の
協力店舗で値引きなどのお得な特典が受けられる「ふくしま健民パスポート事業」と、二本松市国民健康保険
被保険者のみを対象とした「二本松市国民健康保険マイレージ事業」があります。
継続的な健康づくりにお役立てください。

1 ふくしま健民
パスポート事業
対象者
平成28年６月11日時点で
18歳以上の市民
（高校生を除く）
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二
い 二本松市国民健康
保険マイレージ事業
保

スタート

記入台紙の取得

今回の広報８月号と一緒に全世
帯へ配布します
（各保健センターや
支所でも受け取ることができます）。
またスマートフォンアプリコー
スもあり、アップルストアなどか
ら無料ダウンロードもできます。
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目標設定
運動と食事の目標設定をし、社会参加や健診
受診などでポイント加算があります。
【例えば…】
・１日中タバコを吸わなかったら１ポイント
・町内会奉仕活動に参加したら10ポイント
・特定健診を受診したら100ポイント など
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ポイントを貯める
（自己申告）
ノーマル・シルバー・ゴールド・プラチナ・ダイヤモンドの
計５種類の
「ふくしま健民カード」が、貯まったポイント数に応
じて発行されます。
実行期間 平成28年６月11日
（土）
〜平成29年３月10日（金）
台紙等提出期限 平成29年３月10日
（金）
提出先 市各保健センター、
国保年金課または各支所地域振興課
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特 典
この事業に賛同した県内の協力店で、サービ
ス利用時に
「健民カード」を提示すると、100円
引きなどのお得な特典があります。また発行さ
れたカードの種類により、抽選で豪華景品が当
たります。協力店等の詳細は
「ふくしま健民
カードホームページ」
をご覧ください。

◎問い合わせ…
健康増進課予防係☎
（55）
5109

対象者
40歳から74歳までで、二本
松市の国民健康保険被保険
者の方

ろ

リーフレットの取得
40歳以上の国保特定健康診査の
該当者へ、７月下旬に受診録と一
緒に同封して送付しています。

は

目標設定
ウォーキング等の運動が対象となり、自分
でチャレンジ目標を設定します。
【例えば…】
・１日○歩以上歩くと１ポイント
・１日○分の軽い運動をすると１ポイント

に

ポイントを貯める（自己申告）
１日に複数のチャレンジ目標を実行したとしても１
ポイントとなります。50ポイントが貯まれば達成です。
また市の特定健康診査を受診した場合は、別にポイン
トを獲得できます。
実行期間 平成28年８月１日（月）
〜12月31日
（土）
チャレンジシート提出期限 平成29年１月31日
（火）
提出先 国保年金課または各支所地域振興課

ほ

記念品
50ポイントが貯まりチャレンジシートを提
ポ
出された方には、記念品を差し上げます。ま
た特定健康診査も受診している場合は、血圧
計や塩分計などの健康用品等を差し上げます。
なお参加者多数の場合は、先着順になる場合
があります。
◎問い合わせ…
国保年金課国保年金係☎
（55）
5106
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