抽選の上 格安で提供します

さん 定 人︵先着順︶ 料千
円
︵材料費︑保険料︶ 申８月
日㈮までに電話で
︱３７８５
問文化課☎

第 回市発明くふう展

作品募集

集

各種スポーツ教室のお知らせ
時８月 〜 日 内御山墓地
の旧盆臨時駐車場は︑福島体
育館第２駐車場です︒現地案
内板をご覧の上︑ご利用くだ
さい︒

御山墓地の
旧盆臨時駐車場

暮らし

内家庭で購入する食品の重さ

計量モニター募集

号を明記の上︑ファクスで
問 腰 の 浜 会 館︵ 火 曜 日 休 館 ︶
︱５２
☎ ︱５２６１
６２

募

応募締め切り／９月３日㈬
応募作品／実物または模型１
人１点
︵大きさ 縦・横・高さと
もに１ｍ以内︑重量
㎏以内︶
※規定の大きさを超えるもの︑
オリジナルの作品でないもの
は審査の対象外です︒
対❶市内小学校・中学校・高
等学校の児童・生徒❷市内在
住の方︑
市内に所在する企業・
工場 申お問い合わせいただ
くか︑市ホームページ︵総合
トップ↓﹁募集﹂内︶をご覧
ください︒
問産業交流プラザ☎ ︱４０
２２

吹矢教室︵全２回︶
時９月４・ 日午前 時〜正
午 場腰の浜会館 内吹矢を
通し︑身体機能の回復と障が
い者同士の親睦を図ります︒
講県 ス ポ ー ツ 吹 矢 協 会 パ ー
さ とうていとく
フェクト福島支部の佐藤貞徳
さん 対市内在住の身体に障
がいのある方 定 人︵先着順︶
料 円 持タオル︑飲み物
申８月 日㈮までに電話か︑
❶住所❷氏名❸年齢❹電話番

行政サービスコーナー︑保健
福祉センター︑アオウゼ︑こ
むこむ備え付けの申込書︻市
ホームページ︵総合トップ↓
﹁募集﹂内︶からも取得可︼
に必要事項を明記の上︑広報
広聴課まで持参︑または郵送︑
ファクス︑市ホームページ内
メールフォームで
︱３７１０
︱９８２８

問広報広聴課☎

花のまちチャレンジガーデン

第９期メンバー募集
内花で飾られているお庭や玄
関︑店先などを一般に公開し︑
地域の皆さんと交流を楽しん
でいただける方を募集します︒
対市内在住の個人︑団体︑店
舗︑企業 申９月 日㈫まで
に電話で
問公園緑地課☎ ︱３７３７

問環境課☎

︱３７４２

全国消費実態調査に
ご協力ください
内家計の収支と貯蓄︑負債︑
耐久消費財︑住宅︑宅地など
の家計資産を総合的に調査し
ます︒調査結果は︑国民生活
の消費構造や所得水準の基礎

石山波恵さん

自転車・家具類の再生品

時８月１〜 日︵日曜日を除く︶
午前９時〜午後４時 分
場リサイクルプラザ 内展示
期間中に申し込みを受け付け
︵１人１品︶
︑９月１日㈪に抽
選︑当選者へ通知後︑引き渡し
対市内在住の 歳以上 料各
展示再生品に掲示 申来館で
問リサイクルプラザ︵仁井田
字北原３ ︱３ あらかわク
リーンセンター内︶☎ ︱９
２５３

笑いでわかるくらし寄席
︻第２回目
︵全５回︶
︼無料
時８月 日㈬午後２時 場パ
ルセいいざか 内落語を楽し
みながら︑振り込め詐欺の撃
退法を学びます︒ 講落語家
さんゆうていきん た ろう
の山遊亭金太郎さん 定 人
︵ 先 着 順 ︶ 申８ 月 １ 日 ㈮ か
ら電話で
問消費生活センター☎ ︱３
７７４

土器を作る会 参加者募集

宮畑縄文人養成倶楽部

時８月 ・ 日午前９時〜午
後３時 場じょーもぴあ宮畑
休憩棟 内縄文土器の製作︒
しょうせい
月 日㈰には土器の焼成を
行います︒ 講東北歴史博物
きく ち いつ お
館上席主任研究員の菊地逸夫

❻電話番号を明記の上︑はが
き︑またはファクスで
問商業労政課☎ ︱３７２１
︱１４０１

﹁ふくしま市政見学会﹂
参加団体 募 集
❶﹁安全でおいしい水﹂
時 月２日㈭ 場摺上川ダム︑
すりかみ浄水場
❷﹁食の安全を考える﹂
時 月 日㈭ 場Ｊ Ａ新ふく
しまモニタリングセンター︑
東部学校給食センター
料 円︵給食試食︶
❸﹁史跡公園と縄文文化﹂
時 月６日㈭ 場宮畑遺跡史
跡公園︑飯野町民俗資料展示室
❹﹁おもてなしの心〜観光県
都ふくしま〜﹂
時 月 日㈭ 場旧堀切邸︑
御倉邸
❺﹁街なかにぎわい創出﹂
時 月１日㈪ 場こむこむ︑
アオウゼ︑コラッセふくしま
❻﹁ゴミから資源へ〜３Ｒ運動〜﹂
時 月 日㈮ 場あぶくまク
リーンセンター︑あらかわク
リーンセンター・リサイクル
プラザ
対市内の各種団体︵ 歳以上
で構成する団体のみ︶ 定各
コース１団体︵ 〜 人︶
料無料︵❷のみ実費負担あり︶
申８月 日㈮︵必着︶までに
広報広聴課︑各支所・出張所︑
各学習センター︑東口・西口

募

集

暮らし

さ とうゆき え

の検査︑店舗で購入した食品
の量目検査︑日誌記入や︑街
頭ＰＲ︑計量イベントへの参
加など 対市内在住の 歳以
上の方 定 人 任期／ 月
１〜 日 申９月１日㈪︵必
着︶までに電話か︑❶住所❷
氏名❸性別❹生年月日❺職業

※教室：申込者多数の場合、抽選（結果はハガキで通知）

資料として︑国や地方公共団
体が企画・立案する施策や各
府省の白書︑大学や研究機関
などで広く利用されます︒調
査は９〜 月の３カ月間です︒
調査員が伺いましたらご理解
の上︑ご回答をお願いします︒
問県・統計課☎ ︱７１４５
市・総務課☎ ︱３７７１

家計調査に
ご協力ください
内家計収支の実態を明らかに
し︑社会・経済諸施策の立案
の基礎資料になります︒対象
地域の世帯に調査員が伺いま
したら︑ご理解の上︑ご回答
をお願いします︒
問県・統計課☎ ︱７１４５
市・総務課☎ ︱３７７１

15

いしやまなみ え

国体記念体育館
☎539−5500
午前８時30分〜
午後８時
９月５・12・26日、
【低学年】
キッズダンス 10月３日
小学１〜３年生
国体記念
【低学年】
低学年・
波恵ダンス
1,500円
【高学年】
高学年
午後４時30分〜５時30分 体育館 カルチャーパーク
小学４〜６年生
８月11
（各４回）※ 【高学年】
（各20人・初心者）
〜13日
午後５時30分〜６時30分

14
市
市政だよりは市のホームページでもご覧になれます。【ホームページアドレス】http://www.city.fukushima.fukushima.jp/
目
目の不自由な方のために、点字市政だよりと音声市政だよりを発行している他、市のホームページで声の市政だよりを
聞
聞くことができます。
携帯電話で市の情報が入手できます。
ふくしまウェブ携帯版 …携帯電話からhttp://www.city.fukushima.fukushima.jp/f/へアクセス

三瓶好さん

信夫ケ丘競技場
８月25
☎533−2267
2,000円 日㈪から
午前８時30分〜
（先着順）
午後５時

20

さんぺいこのみ

18歳以上
（20人）
野宮フィットネス
９月17・22日、
信夫ケ丘 ボクシングジム
ボクササイズ
10月１・８・15・22日
競技場 インストラクター
（全６回）
まつうらたけはる
午後７〜８時
松浦武暖さん

10

YAGOメディカル
フィットネスクラブ

60歳以上
（20人）
ソフト
９月５・12・26日、
リフレッシュ 10月３日
（全４回）※ 午前10〜11時

８月25
〜27日

20

あ べ ゆう こ

18歳以上
（20人）
波恵ダンス
カルチャーパーク
アンチエイジ
10月２・９・16・23日
ングEX
午後７時〜８時30分
（全４回）※

11

阿部優子さん

８月４
〜６日
波恵ダンス
カルチャーパーク

10

63

申込・問
申込期間
受講料
対象・定員
講師
場所
日時

佐藤雪絵さん

リラックス＆ ９月11・18・25日、
ストレッチ 10月２・９・16日
（全６回）※ 午前10時〜11時30分

31

50

18歳以上
（30人）
シェイプアッ ９月３・10・17・24日、
プエアロ
10月１・８日
（全６回）※ 午後７時〜８時30分

17

20

10

30

31

教室名

13

20

30

30

18

20

11

を８月15日に設置しますので、８月17日の
午前８時30分までに供物を出してください。
なお、供物以外のごみは出さないでください。
また、お墓の花竹を放置すると蚊の発生源に
なります。８月20日以降は花竹の水を捨て
ましょう。
●容器の設置場所
中央▷松齢橋、天神橋、信夫橋、八木田橋、
文知摺橋西側、松川橋北側、三本木橋西側
渡利▷松齢橋、天神橋
杉妻▷蓬萊橋西側、荒川橋
清水▷上松川橋北西側、新松川橋、川寒橋、
森合緑地公園南側入口脇
東部▷旧文知摺橋跡、鎌田大橋
北信▷松川橋北側、鎌田大橋、八反田橋南側、
幸橋南側
吉井田▷八木田橋
西▷荒川橋南東側、小富士橋南東側、さくら
橋南東側、日ノ倉橋南側
信陵▷細柳橋
飯坂▷小川橋北側、十綱橋東側、新十綱橋、
中十綱橋南西側、奥十綱橋南側
松川▷熊田橋南側、めがね橋南側、松川支所
前、西長壇生協団地入口、八坂神社前、北峯
ステーション、丸石バス停前、柴田商店脇、
高鳥谷ステーション、旧金沢分校前、金谷川
集会所前、水原神社前、そぞろ橋南西側、大
門ステーション、沼袋跨道橋西側、旧上戸の
内バス停脇、旧下川崎バス停、黒沼神社入口
吾妻▷吾妻支所駐車場北側、JA庭坂支店前
東側、庭塚集会所前、庄野水防組合集会所前
※「○○側」と表示していない橋は、橋の両
側に設置します。
問 環境課☎525−3742

18

10

22

内 河川環境を守るため、供物の専用収集容器

27

30

19

16

20

12

29

22

お盆の供物は川に流さないで

10

10

10

11

11

12

12

お知らせ
お知らせ
☎電話

ファクス
問 問い合わせ
持持
持参物

申 申し込み方法

定 定員

料 料金
対 対象
講 講師
内 内容
場 会場
時と
とき

ごみ収集について お盆期間中（８月13〜15日）も通常どおり、可燃ごみ、不燃ごみ、
問清掃管理課☎525−3744
資源物・プラスチック製容器包装を収集します。

