
お知らせ
こころ、つなぐ、ならは、明日へ！！

ならは Vol.15

お知らせだよ 2017
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楢葉町 大切なお知らせお知らせならは

楢葉町役場各課等 直通電話番号一覧

( 代 表 電 話　 ☎0240-25-2111 ） iOSAndroid

総 務 課
税 務 課
住 民福祉課
復興推 進課
政 策 広報室
産業 振興課
新産業創造室
建 設 課

☎0240-23-6100
☎0240-23-6101
☎0240-23-6102
☎0240-23-6103
☎0240-23-6150
☎0240-23-6104
☎0240-23-6105
☎0240-23-6106

くらし安全対策課
出 納 室
議 会事務局
教育総 務課
あおぞらこども園
いわき出張所
会津美里出張所

☎0240-23-6109
☎0240-23-6131
☎0240-23-6132
☎0240-23-6190
☎0240-26-0808
☎0246-25-5561
☎0242-54-6444

診療科目
内　　科
整形外科

月
○
○

火
○

水
○

午後のみ

木
○
○

金
○

ときクリニック 診療科目
内科・小児科

火
○

水
○

木
○

金
○

木

○

☎0240-25-1222
◉ 診療時間　9：30～12：00　13：30～16：00
◉ 来院時送迎の受付　9：00～15：30

蒲生歯科医院 金

○

診療科目

歯　　科

月

○

火

○

水

○
☎0240-25-2061

◉ 受付時間　9：30～11：30　14：00～16：00

県立ふたば復興診療所
（ふたばリカーレ）☎0240-23-6500
◉ 受付時間　9：00～11：30　13：00～15：30
※日曜日及び祝日の10：00～14：30までは救急医が駐在し、救急患者に対応します。

会場 楢葉町天神岬スポーツ公園

14：00～  開場
15：00～  オープニング
15：30～  地元バンド  ふうらいぼう
16：30～  渡辺俊美
17：45～  Hilcrhyme（ヒルクライム）
19：00～  花火打ち上げ
20：00～  終了

Ｔime Ｓchedule Special Live Access

渡辺俊美 Hilcrhyme（ヒルクライム）

医療機関
情報

◉申込み方法
電話にてお申し込みください。
事務局（Jヴィッジフィットネスジム）
☎ 0246-46-0201

●（火）～（金） 12～20時
●（土） 9～12時　14～18時
※8/10～16はTEL受付はできません。

9.2土 入場
無料14 :00 OPEN

タイムスケジュール スペシャルライヴ アクセス

現地送迎シャトルバス運行
当日、自家用車での会場への入場はできません
※指定駐車場をご利用下さい。
　指定駐車場からシャトルバスを運行します。

会　場●指定駐車場
●竜田駅

送迎
シャトルバス

［13：00運行開始］
◉指定駐車場
㈱関電工モータープール・あおぞらこども園・
楢葉町役場・総合グラウンド・南工業団地

授業
講演
内容

漢字から命の大切さを読み解き、
前向きに生きるヒントを伝えます。

1967年4月17日生まれ（49歳）
埼玉県花園町（現深谷市）出身
1944年にレッド吉田とお笑いコンビ
「TIM」を結成。
2011年から少年院でボランティアの
講演活動をスタート。
「命」などの漢字を体で表現するギャグ
でおなじみ。
漢字の話、歴史の話など笑いを交え
ながら、魂のこもった熱い講義を展開。

プロフィール

ゴルゴ松本氏

命の
いのち

9月10日●日日時

場所

●開場 13：30  ●開演 14：00
楢葉町コミュニティセンター

定員 先着 800人
（入場無料  要申込み）

平成29年度楢葉町元気アップ事業～健康講話～

2017

■楢葉町サマーフェスティバル実行委員会事務局 ☎0240-23-6105
■イベント当日のお問い合わせは ☎0240-25-2111お問い合わせ先

受付時間



お知らせならは 楢葉町 大切なお知らせ

総合健診で受診できる健(検)診の種類と内容
種　　類 内　　容対 象 者

総合健診の日程と会場
日 に ち 注 意 事 項会　　場

★喫煙指数（１日の喫煙本数×喫煙年数）が600以上の方が対象です。

健康診査

肺がん・結核検診（胸部レントゲン）

肺がん検診（喀痰検査）★

胃がん検診

大腸がん検診

前立腺がん検診

お口の健診

9月11日（月）

9月12日（火）

9月15日（金）

9月19日（火）～9月24日（日）

※加入中の健康保険により、特定健診・
　後期高齢者健診等と種類が異なります。

20歳以上の方 身体計測・血液検査・血圧測定等

40歳以上の方

50歳以上で必要な方

20歳以上の方

20歳以上の方

50歳以上の男性

30歳以上の方

喀痰細胞診

胃部エックス線撮影（バリウム）

便潜血検査（２日法）

血液検査（PSA検査）

※健康診査の種類により内容が異なります。

胸部エックス線撮影
※65歳以上の方は結核検診も兼ねます。

口腔内検査
※楢葉町会場でのみ実施します（9月23日・24日）。

いわき市

会津美里町

楢葉町

サポートセンター空の家

上荒川応急仮設住宅 第三集会所

サポートセンターならは

楢葉まなび館（旧楢葉南小学校）

●胃がん検診は実施しません。
●徒歩で来場できる方が対象です。

●実施期間は６日間です。

平成29年度 楢葉町総合健診
～ あなたとあなたの大切な人のために総合健診を受けましょう ～

【お問い合わせ先】  住民福祉課 国保年金係・保健衛生係  ☎ 0240-23-6102

健
診

さあ、みんなで
健診行きますよ♪

◉懐かしい顔に会えます。
◉たった2時間で終了です。
◉1か所ですべてが完結します。
◉基本健診から各種がん検診まで２０項目以上
　の豊富な検査内容です。
◉親切かつ丁寧に対応します。
◉良心的なお値段（21,000円のところ、お得な0円）です。
◉アフターケアも万全です。

なんと

　町では健康の増進や生活習慣病の予防・早期発見を目的として、総
合健診を実施しています。１年に１回の総合健診を受けて、ご自身の健
康状態をチェックし、健康づくりや生活習慣の見直しに役立てましょう。
　意向調査を期限までに返送されなかった方も、まだ間に合いますの
で、今すぐ調査票をお送りください。調査票がない方はお電話ください。

9月12日

9月12日

9月　7日

9月はお休み

9月　8日

8月31日 13:30～15:00

8月29日

9月14日

9月　8日

9月15日

9月15日

★楢葉会場

★いわき市内会場

元気アップ教室
スケジュール

※都合により通常と曜日が異なります。ご注意ください。

あおぞらこども園
サロン「ふらっと」

もろもろ塾は申込みが必要です。☎0240-25-4157までお電話ください。

10:00～
　　 13：00
木

（そば打ち）
もろもろ塾

日にち 曜日 時　間 場　所行　事

9月21日

暑
さ
に

負
け
な
い

体
力
を
！

屋外では運動しにくい季節です。
ぜひ元気アップ教室に来てください。

庭瀬トレーナー

※

※

場　所 日　時 Ｊヴィレッジ講師

作町仮設住宅 集会所

上荒川仮設住宅 第2集会所

高久第10仮設住宅 第2集会所

四倉仮設住宅 集会所

林城仮設住宅 集会所

高久第8仮設住宅 集会所

サポートセンター空の家

小名浜相子島 談話室

高久第6仮設住宅 談話室

高久第5仮設住宅 談話室

高久第9仮設住宅 第１集会所

毎週月曜日

毎週火曜日

毎週木曜日

毎週金曜日

毎週金曜日

毎週水曜日

毎週火曜日

毎週木曜日

毎週木曜日

毎週金曜日　

毎週金曜日

13：30～15：00

9：30～11：00

9：30～11：00

9：30～11：00

13：30～15：00

　 9：30～11：00

9：30～11：00

9：30～11：00

13：30～15：00

9：30～11：00

13：30～15：00

※

場　所 日　時 Ｊヴィレッジ講師

サロン「ふらっと」

大坂地区集会所

名古谷地区集会所

毎週水曜日 13：30～15：00

8月25日 13：30～15：00

8月29日 13：30～15：00

毎　回

8月25日,9月22日

8月29日,9月26日

◉消防署連絡先 ◇浪江消防署 ☎0240‐34‐7360 ◇富岡消防署 ☎0240‐25‐2119

敬老会は9月10日（日）

❶期　日：10月14日（土）
❷場　所：楢葉中学校 校庭
            （雨天時は楢葉中学校 体育館）
❸参加者：小中学生・保護者・地域団体・
　　　　　一般住民
※詳細は、お知らせならは９月号でお知らせします。

8月の納税等
■町県民税（普通徴収）（2期）
■国民健康保険税（2期）
■介護保険料（2期）
　忘れずに納めましょう。
　また、口座振替の方は8月31日（木）に引落し
となりますので、残高の確認をお願いします。

納期限：
8月31日（木）

◉お問い合わせ先／税務課 ☎0240‐23‐6101
　（介護保険料は住民福祉課介護保険係 ☎0240‐23‐6102）

■完全に消火し、燃えかすなどのゴミは持
ち帰りましょう。

■風の強い日は、花火の使用を控えましょう。
■花火を人や家に向けたり、燃えやすい物
の近くでは遊ばないようにしましょう。
■水の入ったバケツを準備しましょう。
■子供だけでなく大人と一緒に遊びま
しょう。

合同運動会のお知らせ
学校♥地域

すこやか掲示板

花火をするときは… 花火がおわったら…

　今年度は、町内で学校を再開し
た記念すべき年です。
　そこで、学校だけでなく地域住
民の皆さんにも参加していただい
て、町の復興と子どもたちの成長を大いに盛り
上げていきたいと思います。ぜひ、ご家族そろっ
てご参加ください。

火事と救急は119番

消防署からの
お知らせ

花火遊びは迷惑に
ならない時間と
場所と後始末！！

● 午前10時～ ●

ー 住民の皆さんもごいっしょに ー

楢葉町コミュニティセンター（大ホール）
※仮設住宅からは送迎バスあり場　所

平成29年9月15日現在、満70歳以上の
楢葉町民の方対象者

橋本妙子さん（ソプラノ歌手）、あおぞら
こども園園児のダンスと中学生の合唱アトラクション


