
12,370 12,754
25,124

9,713
（11月1日現在）

平成29年度「地域生活基盤整備事業」の整備箇所
　地域生活基盤整備事業は、地域の交通安全施設や側溝など、市民生活に密着
した公共施設整備を目的とした事業です。
　この事業は、信夫地区自治振興協議会において提案された箇所から、緊急性
や安全性を考慮し実施しています。平成29年度の事業箇所は下記のとおりです。

除雪に
ご理解とご協力を！
　これから積雪時に除雪車が作業します。
　道路交通網の安全確保のため、除雪は
バス路線、幹線道路、通学路を優先して
実施します。その後、積雪の状況により
一般の道路となります。
　身近な生活道路や歩道等は、地域の皆
様でお願いいたします。
　また、宅地内の雪を道路に出すことや
側溝に雪を捨てる行為は事故等の原因に
なりますのでお止め下さい。
何卒、除雪に対しご理解を
お願いいたします。

№ 事　業　名 箇所数 事業箇所
１ 交差点カラー舗装工事 １箇所 大森字島ノ内 地内
２ 交差点カラー舗装工事 １箇所 永井川字北谷地 地内
３ 水路修繕工事 １箇所 大森字東滝ノ前 地内
４ カーブミラー設置工事 ９箇所 大森字唐橋外 地内
５ 道路区画線工事 １箇所 成川字馬場 地内
６ 交差点カラー舗装工事 １箇所 下鳥渡字南島南 地内
７ 道路側溝蓋修繕工事 １箇所 上鳥渡字蛭川 地内
８ 街路灯設置工事 ２箇所 上鳥渡字しのぶ台外 地内
９ 水路整備工事 １箇所 山田字蛇口 地内
10 道路側溝工事 １箇所 山田字神場 地内
11 道路側溝修繕工事 １箇所 小田字八幡舘 地内
12 道路舗装工事 １箇所 平石字大平 地内

№２交差点カラー舗装工事（永井川字北谷地）

施工前

施工後

災害に備えて！地域で防災
～平成29年度信夫地域防災訓練を実施～

災害に備えて！地域で防災
～平成29年度信夫地域防災訓練を実施～

信夫地区内 工事のお知らせ 工事期間中ご不便をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いいたします。

　去る11月５日に信夫学習センターで
防災訓練が開催されました。
　今回は大森第三区を中心とした自主防
災訓練で、町内会や消防団、女性防火ク
ラブなど約150人が参加しました。初期
消火や応急手当、AEDの取扱いなどの訓
練や、防災講話が行われ、参加者は真剣
に取り組んでいました。
　今後も、災害時における応急対策が円
滑・的確に実施できる
よう防災訓練を行い、
地域防災力の向上に努
めます。

日本赤十字社寄付金
ご協力ありがとう
ございました

日本赤十字社寄付金
ご協力ありがとう
ございました
　６月に各区にお願いしまし
た日本赤十字社寄付金の実
績額は３,336,953円で
した。この寄付
金は、さまざま
な福祉活動等に
役立てられます。

【道路・河川工事】 担当：信夫支所経済建設係　☎545－2170

【下水道工事】 担当：下水道建設課　☎525－3769

№ 工事箇所 工事内容 工期予定
１ 山田字上登 外地内 道路改良　滝ノ前・東ノ内線 平成29年11月～

平成30年２月
２ 小田字新田ノ目 地内 道路改良　西新田ノ目・扇田線

平成30年１月～３月３ 大森字団子田 地内 河川改修　行人壇川
４ 成川字鍋谷地 地内 河川改修　蛭川
５ 下鳥渡字中谷地 地内 河川改修　遠谷地排水路

№ 工事箇所 工事名 工事内容 完了予定
１ 永井川字榎内 地内 永井川沢田汚水準幹線管渠

布設工事（第17工区）
管渠布設工事
L=98.0m

平成30年
１月下旬

２ 大森字土手内 地内 大森本町汚水準幹線管渠
布設工事（第19工区）

管渠布設工事
L=180.0m

平成30年
２月下旬 日赤福島市地区　信夫分区
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学習センターの休館日  　毎週火曜、祝日
　《12月》 ５・12・19・23・26・29・30・31日
学習センター使用 １月分受付開始日：12／10㈰

※こんどは
●12月７日㈭
平石小学校
　10：00～10：30
永井川集会所
　10：45～11：15
●12月１日㈮
平田小学校
　13：00～13：50
しのぶ台応急仮設住宅
　14：10～14：40
鳥川小学校
　14：50～15：20
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　　　　お気軽にお越しください。
●日　時：12月10日（日）　10時～15時　
●場　所：信夫学習センター　和室

つどいカフェ喫茶去（きっさこ）

女性のための健康講座〈３回コース〉女性のための健康講座〈３回コース〉

信夫体協だより
福島市民体育祭12連覇!!

◆第18回　地区ボウリング大会◆

親と子のおしゃべり広場

おひざにだっこのお話し会

12月13日㈬　10：00～

12月22日㈮　10：30～ ※申込みは不要です。
　お気軽にどうぞ

会場は、信夫学習
センター
和室

　第61回福島市民体育祭において、信夫地区
体育協会が総合優勝を果たしました！今回で
12年連続の
総合優勝とな
ります。

●日　　時　平成30年１月21日㈰
　　　　　　午前９時～午後３時
●対　　象　市内に在住・在勤等の囲碁・将棋愛好者
●場　　所　信夫学習センター　ホール
●内　　容　囲碁の部（一般）、
　　　　　　将棋の部（一般・小学生）
●参 加 費　一般（中学生以上）1,000円（昼食付）
　　　　　　小学生（午前中で終了）300円
●対局方法　棋力に応じて、囲碁の部は３クラス、

将棋の部は２クラスに分けて実施。
●表　　彰　入賞は各クラス１～５位まで
　　　　　　（小学生は１～３位）　全員に参加賞　
●申 込 み　参加費を添えて１月13日㈯までに信夫

学習センターへ。
　　　　　　（大会当日の参加申込みはできません。）

＜第１回＞
・日時：平成30年１月10日㈬
　　　　午前10時～11時30分
・内容：リンパマッサージとストレッチを中心

とした健康体操講座　その１
・講師：ピラティス・エアロビクスインストラ

クター　金子　道子 先生
＜第２回＞
・日時：平成30年１月24日㈬
　　　　午前10時～11時30分
・内容：スロー筋肉トレーニングを取り入れた

健康体操講座
・講師：体操インストラクター
　　　　水戸　眞由子　先生
＜第３回＞
・日時：平成30年１月31日㈬
　　　　午前10時～11時30分
・内容：リンパマッサージとストレッチを中心

とした健康体操講座　その２
・講師：ピラティス・エアロビクスインストラ

クター　金子　道子 先生

●場　所　信夫学習センター　ホールほか
●対　象　市内在住及び在勤の成人女性
●参加費　参加回数に関係なく
　　　　　一人200円（保険料等）
●定　員　25名
●準備物　ヨガマット（バスタオルでも可）、日本

手ぬぐい、飲み物、汗拭きタオル、運
動靴（マッサージは裸足で行います。）

●申込み　所定の用紙に氏名、年齢、住所、電話
番号、職業を明記

　　　　　平成29年12月８日㈮９時から平成
29年12月28日㈭までに、参加費を
添えて信夫学習センターへ

●問合せ　信夫学習センター　☎：546－5207●日　時　12月24日㈰
　　　　　午前10時～（９時30分集合）
●場　所　オークラボウル（福島市太平寺）
●対　象　信夫地区在住または在勤の
　　　　　高校生以上の方
●定　員　60名（20レーン）
●種　目　１チーム３名による団体戦・個人戦
●参加費　1,500円（３ゲーム代、靴代は各自

負担・マイシューズ可）
●申込み　12月15日㈮までに信夫学習セン

ターへ

祝

参加者
募 集新春囲碁・将棋大会新春囲碁・将棋大会
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