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令和元年１２月２７日号②

　真冬の雪原でソフトバレーボール大会を開催しま
す。競技の合間には、老若男女が楽しめるアトラク
ションも。競技参加者にはあっぷるニュー豚の豚汁
の振る舞いもご用意しております。奮ってのご参加
をお待ちしております。

▶開催日時
　２月 9 日（日）
　開場・受付：午前 9 時 30 分
　開会式：午前 10 時（閉会予定は午後 2 時）
▶会　場　和合地域交流センター 友和館
▶参加費
　①競技者　1,000 円（保険料込み）
　②高校生以下　500 円（保険料込み）
　※見学・アトラクション参加無料
　※１チーム 5 名での試合。控え選手 3 名まで可

▶主　催
　つながりんご実行委員会
▶申込期間
　1 月 6 日（月）〜 16 日（木）必着
　※８チームを超える場合は抽選となります。

▶申込み・問合せ先
　（一社）希望活動醸成機構
　☎０５０- ５３６３- ９２９２
　町観光協会
　☎６７- ２１３４

雪ん子バレー開催！参加者募集

　デコパージュとは、自分の好きな紙ナプキンの絵
柄を、無地の小物に移し貼る技法のことです。
　今回は、石けんで練習してお盆や箱ティッシュケー
スなどにデコパージュします。
　自分だけのオリジナルの作品を作ってみませんか。
皆さんのご参加をお待ちしています。
▶日　時
　① 1 月 27 日（月）　午後 7 時〜 8 時 30 分
　② 2 月 6 日（木）　  午前 9 時 30 分〜正午
▶場　所　秋葉山交遊館 視聴覚教育室
▶講　師　遠藤 あかね　氏（真中）
▶内容・参加費等　
　① 1 月 27 日（月）　トレー（お盆）にデコパージュ
　　参加費：1,000 円（材料、道具代）

　参加申込み：1 月 17 日（金）※先着 15 名
②2月6日（木）　箱ティッシュケースにデコパージュ
　参加費：700 円（材料、道具代）
　参加申込み：1 月 30 日（木）※先着 15 名
▶持ち物　参加費、はさみ（できれば先の細いもの）
▶その他　親子での参加も OK です。（小学生以上）
　　　　　見本品は当館にあります。
▶申込み方法
　氏名、地区、連絡先等を下記までお知らせください。

▶申込み・問合せ先
　北部公民館　☎６８- ２１１１

北部公民館「デコパージュで自分好みの日用品をつくってみよう」



【第 22 回 朝日町小中学校児童生徒 ひめさゆり俳句大会】守谷茂泰 氏 選
　銅賞  「くじら雲 すいすいおよぐ 夏の空」    宮宿小 2 年　安藤 琉夢叶
　銅賞「たんぽぽは しらがになって とんでいく」　大谷小 2 年　長岡 遥

　国民年金保険料の納付は、口座振替が利用できま
す。月々の保険料が自動的に引き落としされるため、
金融機関に行く手間が省けるとともに、納め忘れも
なくとても便利です。また、口座振替には現金納付
より月々 50 円割引となる早割制度や、６カ月分、１
年分、２年分をまとめて納付することで保険料がお
得になる制度があります。
▶振替方法
①毎月納付　毎月月末に前月分の保険料を振替
　※早割は、毎月月末に当月分の保険料を振替
②６カ月前納　※割引があります
　・４月分から９月分の保険料を４月末に振替
　　（申込期限：２月末日）
　・10 月分から翌年３月分の保険料を10 月末に振替
　　（申込期限：８月末日）

③ 1 年前納　※割引があります
　４月分から翌年３月分の保険料を４月末に振替
　（申込期限：２月末日）
④２年前納　※割引があります
　４月分から翌々年３月分の保険料を４月末に振替
　（申込期限：２月末日）
▶申込み方法
　納付書または年金手帳、通帳、金融機関届出印を
持参のうえ、ご希望の金融機関または寒河江年金事
務所へお申込みください。

▶問合せ先
　寒河江年金事務所　国民年金課
　☎８４- ２５５１（自動音声案内「５」）

国民年金保険料の納付は口座振替が便利です

　今年 10 月から始まった年金生活者支援給付金制
度に便乗し、厚生労働省または日本年金機構、役場
の職員を名乗る者から、「年金生活者支援給付金の振
込口座が使えないため、新しい口座番号、暗証番号、
マイナンバーを教えてほしい。」という不審電話の事
例が報告されています。
　厚生労働省及び日本年金機構では、電話で口座番

号等をお聞きすることはありません。このような電話
の際は、口座番号等の個人情報を答えることのない
ようにご注意ください。不審な点を感じたら、寒河
江年金事務所へお問い合わせください。
▶問合せ先
　寒河江年金事務所　国民年金課
　☎８４- ２５５１（自動音声案内「５」）

年金生活者支援給付金制度に便乗した詐欺にご注意ください

　朝日町ボランティアの会では、皆さまのご協力を
得ながら 12 月 22 日までに合計 8 回、延べ 112 名で
復興支援を行ってきました。当会では年明け以降も
引き続き活動を行なっていきますので、町民有志の
皆さまの参加をお待ちしております。
　参加には、ボランティア保険への加入（500 円）
が必須となります。事前に町社会福祉協議会で手続
きの上、活動へお申込みください。

▶活動予定（参加費無料）
　1 月19 日（日）、26 日（日）※ 2 月以降も予定あり
　各日午前 6 時 45 分出発、午後 5 時 30 分帰町予定
▶集合場所　町民体育館脇駐車場

▶服装及び持ち物
　長靴、長袖、長ズボン、マスク、帽子、厚手のゴ
　ム手袋、雨具、大きめのビニール袋（汚れた長靴
　入れ）、昼食（必須）、飲み物（必須）※防寒対策
　も必要です。
▶申込み期限
　活動日 3 日前が締切日です。先方の都合により活
動が中止となる場合があります。申込み時は、電話
番号等の連絡先をお知らせください。
▶申込み・問合せ先
　町社会福祉協議会　☎６７- ２４６５
　朝日町ボランティアの会　代表　鈴木 貞夫（四ノ沢）
　☎０９０- ５２３７- ０２７３

宮城県丸森町ボランティア参加者募集のお知らせ



広報　あさひまち　お知らせ板　　　　　　　　　　　　　令和元年 12 月 27 日号② 

　1月31日〜 2 月2日に開催される「やまがた雪フェ
スティバル」に合わせ、友人や職場、地域のグルー
プで雪像を制作しませんか。雪像は 1.8 ｍの立方体
を削ってつくります。コンテストで選ばれたチームに
は賞金を贈呈します。
▶募集数
　約 20 基（参加無料）
▶会　場
　最上川ふるさと総合公園内広場ほか
▶表　彰
　最優秀賞（3 万円）　アイディア賞、話題賞など

▶制作期間
　1 月 26 日（日）〜 30 日（木）
▶申込み方法
　指定の参加申込書に必要事項をご記入の上、１月
８日（水）まで事務局へ提出してください。
　なお、申込書は役場総合産業課窓口、または寒河
江市のホームページからダウンロードできます。

▶問合せ先
　総合産業課 商工振興係　☎６７- ２１１３
　寒河江市さくらんぼ観光課（事務局）
　☎８６- ２１１１（内線３２６）

「やまがた雪フェスティバル」雪像コンテスト参加者募集！

　令和 2 年度山形県みどり豊かな森林環境づくり推
進事業による県民参加の森づくり活動の募集を行い
ます。
▶募集期間
　１月 6 日（月）〜 2 月 6 日（木）
▶募集する活動内容
　①豊かな森づくり活動
　②自然環境保全活動
　③森や自然とのふれあい活動

　④木に親しむ環境づくり
　※事業の実施については、令和 2 年度予算の成立
　　が前提となりますのでご了承願います。

▶問合せ先
　農林振興課 農林振興係
　☎６７- ２１１４
　村山総合支庁 森林整備課 森づくり推進室
　☎０２３- ６２１- ８１５６

やまがた緑環境税を活用して、地域の森づくり活動してみませんか

▶公演日時
　２月 8 日（土）
　・第１回公演　午前 11 時開演（午前 10 時 開場）
　・第２回公演　午後３時開演（午後２時 開場）
▶会　場
　天童市市民文化会館（天童市役所の隣）
▶入場料　無料（自由席）
▶応募方法（インターネットまたは往復はがき）
　・インターネット
　　「第６師団」で検索し、「音楽まつり」のページ
　　から応募要領に従って応募してください。
　・往復はがき（１枚につき２名までの応募）
　　往信欄に住所、氏名、年齢、電話番号、希望公
　　演、希望人数を記入。返信欄に返信先の住所、

　　氏名を記入して、下記まで送付してください。
※ FAX での応募受付はしておりません。
※応募多数の場合は、抽選となります。（例年抽選と
　なっています）
※詳細は、第６師団ホームページ、またはポスター
　やチラシをご覧ください。
▶応募締切　１月 22 日（水）必着

▶申込み・問合せ先　
　陸上自衛隊第６師団司令部 広報室
　☎０２３７- ４８- １１５１（内線：５３７４）
　（ハガキ送付先）
　〒 999-3797　第６師団広報室「音楽まつり」係

第 15 回 陸上自衛隊第６師団音楽まつり



　今回は「顔合わせ会」と「本格ピザ・パスタ作り体
験」を企画しています。
　２日間でセットのイベントですので、可能な限り両
日ご参加いただける方を募集します。
▶対　象　
　23 歳〜 45 歳の独身の方
　※応募者多数の場合は抽選となります。
▶日　時　
　①顔合わせ会
　　２月 5 日（水）午後７時 15 分〜９時
　　（受付：午後 6 時 50 分から）
　②本格ピザ・パスタ作り体験
　　２月９日（日）午前 10 時 30 分〜午後 4 時 30 分
　　（受付：午前 10 時〜 10 時 25 分）
▶会　場　
　①村山保健所 2 階大会議室
　　（山形市十日町 1 丁目 6-6）
　② CAFE Wedding H&A 南栄町店
　　（山形市南栄町 2-12-14）
▶内　容　
　ピザ・パスタ作り、フリートークなど

▶定　員　
　男性 25 名、女性 20 名
▶会　費　
　男性 5,000 円、女性 4,000 円
▶申込み方法
　FAX または E メール、ホームページの申込みフォー
ムで１月 31日（金）までお申込みください。

▶申込み・問合せ　
　（株）アイサイト
　FAX ０２３-６３２-８６８８
　☎０２３-６３２-８６８６
　申込みフォーム http://isite-isite.jp/
　E メール konkatsu@isite-isite.jp

「バレンタイン de 婚活 2020」参加者募集！

【第 22 回 朝日町小中学校児童生徒 ひめさゆり俳句大会】　守谷茂泰 氏 選

　銅賞  「かき氷 さくさくしてて 音楽だ」    大谷小 3 年　五十嵐 蓮　

　

　「山形市初市」の実施に伴う交通規制（十日町〜七
日町通り）のため、山形直行バス復路便（朝日町行き）
1 便目および 2 便目の迂回運行を行います。山形市
役所前バス停からの乗車はできませんので、最寄り
のバス停（山形駅西口、城北高校前等）をご利用く
ださるようお願いいたします。　

▶期　日　１月 10 日（金）
▶対象便
　復路便（朝日町行き）1 便目・2 便目
　※ 3 便目のみ通常どおり運行します。

▶問合せ先
　政策推進課 地域振興係
　☎６７- ２１１２

山形直行バス復路便（朝日町行き）迂回運行のお知らせ
迂回運行経路
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