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女の子も男の子も楽しくお祝い！ひなまつり会 

やないづ 
広 報 

 

  

お知らせ版 



４月１日から柳津町国⺠健康保険の被保険者証が更新されます 

健幸クラブ〜⽣き⽣き楽しく活動しています〜 

 新しい国⺠健康保険被保険者証は、３⽉下旬に区⻑さんを通じて各家庭にお届けします。 
 被保険者証が届いたら、記載内容（住所・⽒名・⽣年⽉⽇・有効期限）を必ず確認してください。 
（記載内容に誤りがあった場合、町⺠課へすぐに連絡してください。） 
 柳津町国⺠健康保険に加⼊されている⽅で、加⼊保険の異動があった⽅（社会保険等に加⼊）は、町⺠課 
⼜は⻄⼭⽀所にて異動⼿続きをお願いします。 
       
         ⼀般被保険者証（⻩⾊地）                 退職被保険者証（若草⾊地） 
 
   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国⺠健康保険税はきちんと納めましょう！ 
 国⺠健康保険税の未納が続くと、有効期限が短い(3 か⽉)「短期保険証」になってしまいます。今年度の納
期は既に過ぎておりますので、もう⼀度ご確認いただき、5 ⽉末までに納⼊くださいますようお願いいたしま
す。 
 国⺠健康保険税は、加⼊者の医療費をまかなうための大切な財源ですので、納め忘れのない⼝座振
替をお勧めいたします。 
 問 町⺠課保健衛⽣班 電話42-2118 

 高齢者の⽅がいつまでも元気で過ごすことができるよう、⽉に１回みんなで集まり、体操やものづくり、レ
クリエーションなどで楽しく１⽇を過ごします。 
 

期 間 
平成２７年４⽉〜平成２８年３⽉（柳津地区・⻄⼭地区それぞれ⽉１回開催） 
※日程や内容は申し込みされた方に後日お知らせいたします。 

対象者 
６５以上の方で介護保険の要介護認定を受けていない方 
（自分での来所が原則ですが、相談により送迎いたします。） 

費  用 昼食代として１回５００円程度及び年間材料費（実費） 
会 場 健康福祉プラザ「銀⼭荘」・⻄⼭交流センター 

申込み方法 
３⽉３１日（⽕）までに柳津町社会福祉協議会（電話４２−３４１８）または
町⺠課住⺠福祉班（電話４２−２１１８）へお申し込みください。 

 

 有効期限は平成 28 年 3 ⽉ 31 ⽇です。  
 ただし、75 歳になられる⽅は、誕⽣⽇の前⽇
までとなり、後期高齢者医療保険被保険者証が別
に交付されます。  
 

 現在退職被保険者証をお持ちの⽅に交付され
ます。 
 平成 28 年 3 ⽉ 31 ⽇までに 65 歳に到達され
る⽅は、誕⽣⽇の翌⽉から⼀般被保険者証に変更
となりますので、有効期限が誕⽣⽇の⽉末までと
なっております。 
 

見本 

見本 

 

２ 



国⺠年⾦保険料の納付が困難なときは 
保険料免除・納付猶予制度の申請⼿続きをしましょう 

３ 

4 月 1 日からやないづふれあい館図書室の利⽤⽅法が変わります 

 
保険料免除・納付猶予制度とは？ 
 

所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度
があります。（本人の申請が必要です。） 
◆全額免除となる所得の目安は、前年所得が 
 ・ (扶養親族等の数＋１)×35 万円＋22 万円  の範囲内の⾦額です。 
◆⼀部免除となる所得の目安は、前年所得が 
 ・ ４分の３免除 →  78 万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等 
 ・ 半額免除  → 118 万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等 
 ・ ４分の１免除 → 158 万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等  の範囲内の⾦額です。 
 

保険料が未納のままですと、障害や死亡といった不慮の事態が発⽣した際に障害基礎年⾦・遺族基礎年⾦が受けられない
場合や、⽼齢基礎年⾦を将来的に受けられない場合がありますが、免除等の承認を受けていれば当該要件の対象期間となり
ます。 
 問 町⺠課住⺠福祉班 電話 42-2118 
  会津若松年⾦事務所 電話  0242-27-5321  

 平成27 年4 ⽉1 ⽇から、やないづふれあい館図書室の利用⽅法が変わります。 
変更があるのは、次の3 点です。 
 
１．貸出⽅法が変わります。 
 以前までは利用者に貸し出し処理をお願いしていましたが、新年度からは、借りたい本と利用者カードを事務室までお持
ちいただき、当館職員が貸出処理を⾏うようになります。 
 夜間（17 時以降）の貸出希望の場合は、所定の用紙に必要事項を記⼊し、事務室に提出してください。 
 ビデオ、県図書、報告書などは、引き続き利用者が図書貸出台帳に記⼊し、貸出となります。 
 
２．利用者カード（貸出用カード）が変わります。 
 4 ⽉1 ⽇から新しい利用者カードに切り替わります。以前の利用者カードは4 ⽉1 ⽇以降利用できなくなりますので、古
い利用者カードをお持ちの⽅は事務室までお持ちください。新しい利用者カードをお渡しします。 
 
３．資料の検索ができるようになります。 
 図書室内に新たに資料検索用のパソコンを設置します。利用者はこのパソコンを利用して資料を
探すことができます。（CD、DVD、ビデオ、県図書、報告書などは除く） 
   ・利用時間：午前 8 時30 分〜午後５時（平⽇のみ） 
 利用をご希望の⽅は、事務室にお申し付けください。 
 

 問 柳津町中央公⺠館 電話 42－3511 



平成２７年度 よちよちクラブ募集のお知らせ 

４ 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

遊びを通して子どもたちと楽しい時間を過ごしましょう。おじいちゃん・おばあちゃんとの参加も大歓迎
です。ぜひ、参加してください。お待ちしています。 

対象者 保育所入所前の乳幼児とその保護者及び妊婦さん 
内 容 親子ふれあい遊び・季節の親子あそび・育児相談・離乳食指導・体操・手遊びなど… 

場 所 柳津保育所 

期間 平成２７年５⽉〜平成２８年３⽉ ⽉２回⽕曜日（3 ⽉は 1 回） 

時間 午前１０時〜１１時２０分 

申込み方法 

４⽉３日（金）までに、柳津保育所（電話４２-２２３８）へお申し込みください。 
妊婦さんの申し込みは必要ありません。 
都合の良い日いつでも参観できますので、保育所へ連絡ください。 
※日程や内容等は申し込みされた方に後日お知らせいたします。 

 

 
現在ご使用いただいている「ファミたんカード」の有効期限は、平成 27 年 3 ⽉ 31 ⽇までです。 
新しいカードは子ども 1 人につき 1 枚、保育所や学校を通して配布されますが、保

育所や学校に所属していないお子さんについては、町⺠課窓⼝にて交付申請を受け付け
ています。 
 
子育て応援パスポートカード（ファミたんカード）とは？ 

 子育て中の世帯を⾏政・企業・地域全体で⽀援するため、18 歳までの子どもがいる世帯に「ファ
ミたんカード」を交付し、このカードを協賛店舗・施設に提示することで、さまざま割引や特典等のサ
ービスが受けることができます。（買い物時の特別割引、⾦融機関での教育ローンが低⾦利になる、など） 

右下のステッカーやポスターが掲示されている店舗で利用することができ、現在の協賛店舗は3,970
店となっています。 
 問 町⺠課住⺠福祉班 電話 42-2118 

子育て応援パスポートカード（ファミたんカード）が新しくなります 

～よちよちクラブとは～ 

保育所に入所す

る前に集団生活に

慣れさせたい方。 

子育て中のお母さん。

赤ちゃんとの生活につい

て話したりしませんか。 

悩みの相談など 

気軽にご相談下さい。 

妊婦さん、赤ちゃん 

クラスを見に来てみま

せんか。 

子どもを遊ば

せる場がほしい。 

みんなで、いろい

ろなことをお話し

ていきましょう。 



赤べこトータルスポーツで楽しく運動しませんか？ 

  柳津町中央公⺠館及び⻄⼭公⺠館では、平成２７年度の⽣涯学習講座の受講⽣を募集します。 
 講座やクラブ・団体での活動を通して、いきがい・やりがいのある豊かな⽇々を過ごしてみませんか？ 
 随時、募集の受付をしていますので、お気軽にお問い合わせください。 
 お申し込みは、電話⼜はＦＡＸ等で各公⺠館へお願いします。 

講 座 名 期   間 場  所 対象者 内      容 参加料 

高齢者学級 
  福寿学園 

４⽉〜３⽉ 
（⽉１回） 

やないづ 
ふれあい館他 

本庁地区 
６５歳以上の方 

一般教養･健康･ 
軽スポーツ･研修会等 

1,000 円 
（年会費） 

高齢者学級 
  養寿学園 

⻄⼭交流 
センター他 

支所地区 
６５歳以上の方 

中央成人学級  
 悠友倶楽部 

５⽉〜３⽉ 
（⽉１回） 

やないづ 
ふれあい館他 

５０歳〜７０歳
までの町⺠ 

一般教養･健康･軽ス
ポーツ･工芸・講演等 

料理教室 
５⽉〜３⽉ 
（⽉１回） 

やないづ 
ふれあい館 

一般成人 
郷土料理・健康食 
・菓子つくり等 

5,000 円程度 
（年会費） 

伝統工芸教室 
(しめ縄作り) 

１２⽉中旬 
町⺠及び会津管
内住⺠ 

お正⽉用しめ縄作り
等 

実費個人負担 
伝統工芸教室 
(またたび細工) 

２⽉中旬 またたび細工 

 問 柳津町中央公⺠館 電話 42－3511 FAX42－3591 
    ⻄⼭公⺠館  電話 43－2511 FAX43－2744 

総合型地域スポーツクラブ赤べこトータルスポーツでは、下記のとおり参加者を募集します。 

内 容 
トータルスポーツ教室、エアロビクス＆マットサイエンス教室、フット
サル教室、ヒップホップダンス教室、太極拳教室、スーパーマルコ体操
教室、合気道教室、わいわいテニスサークル等 

対 象 どなたでも 

開催場所 Ｂ＆Ｇ海洋センター、やないづふれあい館等 

そ の 他 教室の詳細、参加費等は下記までお問い合わせください。 

 問 Ｂ＆Ｇ海洋センター 電話 42－2246 FAX 42－2546 

⽣涯学習講座の受講⽣を募集します 

５ 



クラブ・団体⼀覧 
 平成２７年度の町⽂化協会加盟クラブ・団体等は下記のとおりです。 

○町⽂化協会加盟クラブ・団体 ☆体育協会加盟クラブ・団体 ●その他自主活動しているクラブ・団体 
※お問い合わせは、各代表者までお願いします。（柳津町中央公⺠館へ連絡でも構いません。） 
 問 柳津町中央公⺠館  電話 42－3511 FAX 42－3591 
    ⻄⼭公⺠館   電話 43－2511 FAX 43－2744 
    Ｂ＆Ｇ海洋センター 電話 42－2246 FAX 42－2546 

 
  平成２７年２⽉の柳津町建設⼯事等⼊札のうち、指名競争⼊札により落札価格が１００万円以上の⼯事・委託について
の結果です。 
 なお、１００万円以下の⼊札結果については役場２階総務課企画財政班において閲覧ができます。 
指名競争⼊札  【⼯事】                    （価格：税込価格 単位：円） 

入札日 工事名 工事箇所 予定価格 落札価格 落札業者 

２⽉１７日 道路災害復旧工事 大字砂子原 
字崖下地内 3,207,600 3,153,600 有限会社⻄村土建 

２⽉１７日 河川災害復旧工事 大字五畳敷 
字老沢地内 3,027,240 2,948,400 有限会社⻄村土建 

２⽉１７日 ⻄⼭温泉⼭村公園 
せいざん荘トイレ改修工事 

大字砂子原 
字⻑窪地内 2,484,000 2,484,000 両沼公産有限会社 

２⽉１７日 観光物産館 
清柳苑女子トイレ改修工事 

大字柳津 
字下平地内 2,484,000 2,484,000 両沼公産有限会社 

 問 総務課企画財政班 電話 42-2112 

クラブ・団体名 代 表 者  クラブ・団体名 代 表 者 

○俳句クラブ(瓢吟社) 佐藤 一大 (安久津)  ○写真クラブ 佐藤 ⻑⼋ (久保田) 

○柳津史談会 小貫 敏明 (安久津)  ○柳津コーラスクラブ ⻑⾕川 純一 (大平町) 

○書道クラブ(竹林書道会) 渡部 ユリ子 (大平町)  ○藤の和芸能保存会 後藤 熊三 (安久津) 

○茶道クラブ 
(古儀茶道藪内流矢部社中) 

矢部 チヨノ (岩坂町) 
 ○大正琴クラブ(琴柳会) 田﨑 禮子 (石神) 

 ○小原流生け花クラブ 田村 惠子（細越） 

○茶道クラブ 
(古儀茶道藪内流五ノ井社中) 

五ノ井 勝子 (大平町)  
☆柳津スポーツ⺠踊クラブ 上田 妙 (大平町) 

☆⻄⼭スポーツ⺠踊クラブ 天野 容子 (牧沢) 

○茶道クラブ 
(大日本茶道学会伊藤仙紀社中) 

伊藤 紀子 (岩坂町)  
☆やないづ健康歩こう会 鈴木 六郎 (大平町) 

●囲碁クラブ 齋藤 勇雄 (石神) 

○茶道クラブ 
(大日本茶道学会小貫社中) 

小貫 成子（安久津）  
●書道楽院(書道) 平⼭ 栄一 (安久津) 

●赤べこ演舞隊(ヨサコイ) 矢部 幸一 (大平町) 

○絵画クラブ 福島 隆 (諏訪町) 
 

●ヨガクラブ 安達 友子（安久津） 

○絵手紙サークル 平⼭ 栄一 (安久津) ●会津柳津福満太鼓 鈴木 貴雄（小ノ川） 

○ふれあい文化クラブ 佐藤 敬子 (大平町)  ●歌おう会(唱歌・童謡) 平⼭ 睦子 (安久津) 

平成２７年２月分⼯事等⼊札結果 


