岳温泉ヒマ ラ ヤ 大 通 り にに

交 流 広 場 ががオ ー プ ン

17

日、岳温泉ヒマラヤ

休憩室、イベントスペース、

７月

安達太良山

休憩棟

大通りに「岳温泉交流広場」が

472㎡）

木造平屋建て

オープンしました。

（芝生広場

来場者の憩いの場となるこ

造

とを目的に整備されたこの施

構

24

時間利用が可能な芝

敷地面積 2,719㎡

設は、

積

生広場や駐車場、休憩棟など

面

を併設しています。

二本松市岳温泉一丁目101番地

四季を通し、さまざまな姿

在

を見せるあだたら高原、岳温

所

泉にお立ち寄りの際は、ぜひ

ご利用ください。

岳温泉交流広場の概要

授乳室、男子トイレ、
女子トイレ、多目的トイレ 等

岳温泉交流広場の
『愛称』
を募集します

駐車場
普通車×30台

交流広場

軽乗用車×３台
利用可能時間

・芝生広場、駐車場…24時間
・休憩棟…9：00～17：00
※専用利用は、事前の手続きが必要です。

）５０９５

◎施設に関する問い合わせ…

☎（

）８５３３

観光課観光立市係

（

Fax
22 55

イベントスペース

岳温泉
観光協会

応募方法
①愛称（ふりがな）②説明・由来等
③住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号
をご記入の上、ご応募ください。
応募資格 どなたでも応募できます。
応募条件 自作、未発表のもの。１人１点。
応募締切 ８月16日（月）
（必着）
応 募 先 岳温泉観光協会、観光課（市役所２階）、
岳温泉交流広場（専用応募箱）
※郵送・メールでの応募も可能です。
表
彰 採用者には賞状と副賞を進呈。
そ の 他
・権利等は、二本松市に帰属するものとします。
・採用された愛称に複数の応募があった場合は、抽
選の上、表彰者を決定します。
◎問い合わせ…
（一社）岳温泉観光協会（岳温泉一丁目16番地）
☎（24）2310 E-mail：info@dakeonsen.or.jp
広報にほんまつ 2021.8
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市内文化施設を無料開放
８月21日（土）は『福島県民の日』
福島県民の日は、今年で25回目を迎えます。
市では３カ所の文化施設を無料開放します。
この機会に、二本松市の歴史や芸術に触れてみませんか。

無料開放施設

①大山忠作美術館 ☎（24）1217

②歴史資料館 ☎（23）3910

③智恵子記念館 ☎（22）6151

令和４年度

二本松市任期付職員採用案内

令和４年４月１日に採用する任期付職員の採用候補者試験を、次により行います。
可能な限り
「インターネット」
で申し込んでください。

採用職種等
採用職種

採用予定人員

２人
程度

保育士

（身体障がい者）
一般事務

１人
程度

勤務形態

主な職務内容

受験資格

昭和42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諭
保育所、認定こども園お
の免許を有する者または取得見込み
よび幼稚園での保育また
の者
は幼児教育に従事
※い ずれかの資格免許では受験でき
ません。

週５日
（フルタイム勤務）

パートタイム勤務または
フルタイム勤務

※障がいの程度に応じ、一般行政事務に従事
勤務形態および職務
内容を決定します。

次のすべての要件を満たす者
①介護者なしに職務の遂行が可能な者
②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
（福祉機器使用者含む）
④昭和42年４月２日から平成16年４月
１日までに生まれた者

任
期 令和４年４月１日～令和７年３月31日（３年間）
試験の実施日 ・第１次試験 10月17日（日） ・第２次試験 11月上旬
申込方法および受付期間
申込方法

受付期間
受付場所
留意事項

インターネット
９月１日
（水）
８：30
～９月17日
（金）
17：15

郵送
持参
９月１日
（水）～９月17日（金）
９月１日（水）～９月17日（金）
※９月17日の消印有効
【受付時間】８：30～17：15（土日を除く）
〒964-8601二本松市金色403-1
人事行政課職員係（市役所４階）
ー
二本松市役所人事行政課職員係
市ウェブサイトから申し込 受験案内および申込用紙は、市ウェブサイトからダウンロードできるほか、
んでください。
市役所本庁、各支所および各住民センターにてお渡しします。

◎問い合わせ…人事行政課職員係 ☎（55）5083 Fax（22）7023
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二本松市新型コロナワクチン接種のお知らせ
「副反応」
かな？と思ったら…
注射部位の痛み
疲労 頭痛 筋肉痛 悪寒
発熱など

➡

比較的起きやすい副反応です。
接種後数日（おおむね２日）以内
に回復することが多いです。

症状が重い、２日経っても回復しない場合には
ご相談ください
◎福島県新型コロナワクチン副反応コールセンター
☎0120（336）567
（フリーダイヤル）
受付時間

毎日９：00～20：00

ワクチン接種後も、
マスクの着用や手指消毒などの
感染予防対策をお願いします！
ワクチンを受けても、感染をどの程度予防でき
るかはまだ分かっていません。
ワクチン接種が徐々に進んでいく段階では、す
ぐに多くの方が予防接種を受けられるわけでは
なく、ワクチンを受けた方も受けていない方も、
共に社会生活を営んでいます。
ワクチンの接種は、次の３つの方法から予約がで
きます。

※予約の際は、接種券に記載の
「券番号」
と「生年月日（西暦）」
が必要です。
※ご家族やお知り合いの方の代理予約も可能です。

新型コロナワクチン接
種予約相談センター

0570-050-557

※直接予約ができる医療機関もあります。
詳しくは、広報にほんまつ５月号３ページをご欄ください。

ワクチンによる発熱はどんな時に起こるの？
接種後１～２日以内に起こることが多く、必要
な場合は解熱鎮痛剤を服用いただくなどして、
様子をみていただくことになります。
ワクチンによる発熱か、新型コロナウイルス感
染症による発熱かの見分け方は？
発熱以外の症状を確認しましょう。
咳や咽頭痛、味覚・嗅覚の消失、息切れ等の症
状がないかどうかが、手掛かりとなります。
ワクチンによる発熱では、通常、これらの症状
はみられません。
医療機関を受診した方が良いの？
ワクチンを受けた後、２日以上熱が続く場合や、
症状が重い場合、ワクチンでは起こりにくい症
状がみられる場合には、医療機関等への受診や
相談をご検討ください。
ワクチンに関する国の施策についての相談は？
厚生労働省コールセンター
（毎日９:00～21:00受付）
０１２０－７６１７７０
（厚生労働省ホームページより抜粋し作成）

①スマートフォンで左のQRコード読込
②友だち登録し予約画面へ

https://vc.liny.jp/3551
パソコンでURLにアクセスし予約画面へ

◎問い合わせ…健康増進課ワクチン接種推進係
☎（23）6591 Fax（23）1714
広報にほんまつ 2021.8
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避難情報は、
市の防災ラジオで！

台風・豪雨時に備えてハザードマップと
「避難行動判定フロー」
を確認しましょう

申し込み
受付中！

自らの命は自らが守る意識を持ち、
自宅の災害リスクと、とるべき行動を、
平常時のうちに確認しておきましょう。

避難行動判定フロー

～あなたがとるべき避難行動は？～
ハザードマップは浸水や土砂災害が発生するおそ

ハザードマップで自分の家がどこにある
か確認しましょう。

れの高い区域を着色した地図です。色が塗られて
ないところでも、災害が起こる可能性があります。

はい

次のいずれかに該当しますか？
いいえ
①家がある場所に色が塗られている。
②川や崖のすぐそばに住んでいる。
③過 去に土砂崩れや川の氾濫などにより危険
を感じるような被害があった。

災害により身の危険があるので、自宅の外に
避難が必要です。

避難所への避難は不要です。安全な場所
にいる方は、あえて避難所へ行く必要は
ありません。
ただし、過去の規模を上回るような降雨
が予想される場合などでは、避難が必要
な場合があります。
河川の増水や土砂崩れなどにより外に出ることが
かえって危険な状況になる前に早めの避難が必要。
避難が間に合わない場合は２階など、なるべく高
い場所へ垂直避難！

分散 避 難

（高齢者等避難開始）

警戒レベル

３で

（高齢者等避難開始）

安全な親戚宅や知人宅 市が開設する避難所や
に避難
地区で開設する集会所
等へ避難

いいえ

３で

安全な場所に住んでいて一時的に身を寄せら
れる親戚や知人はいますか？
（日頃から相談しておきましょう）
はい

はい

いいえ

安全な場所に住んでいて一時的に身を寄せら
れる親戚や知人はいますか？
（日頃から相談しておきましょう）

警戒レベル

い
いい
いえ
え

はい

ご自身または一緒に避難する方は避難に時間
がかかりますか？（高齢者、妊婦、乳幼児、
障がいのある方など）

警戒レベル

４で

（避難指示）

警戒レベル

４で

（避難指示）

安全な親戚宅や知人宅 市が開設した避難所や
に避難
地区で開設した集会所
等へ避難

◎問い合わせ…生活環境課生活防災係 ☎（55）5102 Fax（22）4479
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