
 

【収集⽇程】 
⽉ ⽇ 時  間 収 集 場 所 

８/21 
（⽉） 

8︓30〜 9︓10 原町町営駐⾞場 
9︓25〜 9︓40 ⻘坂旧分校前 
9︓50〜10︓00 程窪屯所前 

10︓15〜10︓30 芹沼ごみ収集所 
13︓00〜13︓15 ⼩杉⼭・⽥崎京⼦⽒宅前 
13︓30〜13︓45 ⼭⼝集会所前 
14︓00〜14︓25 さゆりが丘ごみ収集所 
14︓30〜15︓00 林業研修センター 

８/22 
（⽕） 

8︓30〜 9︓10 ⻄会津交番裏駐⾞場 
9︓15〜 9︓30 たかはし桜公園前（⻘友ホール側） 
9︓45〜10︓00 樟⼭・旧⾼橋商店前町道 

10︓10〜10︓20 滑沢屯所前 
10︓30〜10︓45 ⼾中屯所前 
13︓00〜13︓40 役場南庁舎側駐⾞場 
13︓50〜14︓00 井⾕お宮前 
14︓15〜14︓25 原屯所前 
14︓35〜14︓45 ⼩清⽔屯所前 
14︓55〜15︓10 荒⽊屯所前 

 
８/28 
（⽉） 

8︓30〜 9︓10 本町・遍照寺境内 
9︓20〜 9︓30 中野⾃治区⼊⼝ 
9︓40〜 9︓50 四岐ごみ収集所 

10︓10〜10︓20 熊沢⼊⼝ 
13︓00〜13︓10 塩喰・清野忠弘⽒宅前 
13︓20〜13︓30 牧お宮前 
13︓50〜14︓00 端村地蔵様前 
14︓10〜14︓30 旧群岡⼩学校向かい 
14︓35〜15︓00 旧群岡中学校体育館前 

８/29 
（⽕） 

8︓30〜 8︓45 旧奥川⽀所 
9︓05〜 9︓15 弥⽣集会所前 
9︓35〜 9︓45 ⼩屋屯所前 
9︓50〜10︓05 宮野お宮前 

10︓15〜10︓30 出⼾屯所前 
13︓00〜13︓15 中ノ沢集会所前 
13︓25〜13︓35 塩地蔵様前 
13︓40〜13︓55 向原・新奥川橋⼿前 
14︓00〜14︓10 新町道⽬分かれ 
14︓15〜14︓25 旧奥川中学校⼊⼝ 
14︓40〜14︓50 旧⼤⾈沢季節分校前 
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｢粗⼤ごみ｣を回収します 
 
 粗⼤ごみの収集を右の⽇程で⾏います。この機会に
家庭の粗⼤ごみを適切に処理しましょう。 
【注意】 

◎必ず指定された時間内に出してください。 
 ※事前に持ち込む場合は、どなたかに⽴ち会って

もらうなど、誰が出したものか確認できるよう
にしてください。 

◎耕うん機などの⼤きなものは、事前に町⺠税務課
に問い合わせください。 

◎ストーブ、バイクや農機具などは、ガソリンやオイ
ルなどを必ず抜き取ってから出してください。 

◎トタンやビニールなどは必ずひもで縛ってください。 
◎事業活動により発⽣したごみは出せません。 
◎次のものは収集しないので出さないでください。 

  エアコン・テレビ・洗濯機・⾐類乾燥機・冷蔵庫 
  パソコン 
【無料で取り扱うもの】 

 タンス・茶棚・本棚・テーブル・机・イス・こたつ・
ふとん乾燥機・掃除機・ステレオ・ミシン・⾃転⾞・
三輪⾞・⼀輪⾞・オルガン・エレクトーン・鏡台・チ
ャイルドシート・スノーダンプ・家庭⽤ガス湯沸かし
器・ストーブ(灯油を抜いたもの)・応接セット(バネ
を抜いたもの) など 

【有料で取り扱うもの】 
バイク・農機具・トタン・鉄くず・針⾦類・スプリン

グ・ドラム⽸・ボイラー・バッテリー・⾦庫類・タイヤ・
タイヤチェーン・モーター類・ビニールシート・ビニー
ルトタン・肥料袋・苗箱・廃油・揚⽔ポンプ・⾵呂釜・
給湯器・ステンレス⾵呂桶・サイディング など 

 ※ 有料の場合の料⾦（⼀例） 
◎ ボイラー        5,000 円／台（⽬安） 
◎ ⽥植え機        2,000 円／台（⽬安） 
◎ ⾵呂釜         1,000 円／台 
◎ 廃油           100 円／ℓ 
◎ 草刈り機         700 円／台 
◎ タイヤ（ホイルなし）   500 円／本 
◎ タイヤ（ホイル付き）   800 円／本 
◎ 肥料袋          100 円／㎏ 
◎ ビニールトタン      100 円／㎏ 
◎ 苗箱            70 円／枚など 
◎ スプリング⼊りベッド・ソファー  120 円／㎏ 
※ ボイラー、⽥植え機は⼤きさによって料⾦が変わります。 
 

町⺠税務課・町⺠⽣活係 ☎45-2215 
 

問 



８⽉ 15 ⽇の終戦記念⽇に 
サイレンを鳴らします  

８⽉ 15 ⽇は、戦没者を追悼し、平和を祈念
する⽇です。先の⼤戦で亡くなられた⽅の安ら
かな眠りを願い、世界平和を祈念するため、正
午にサイレンを鳴らし１分間の黙とうをささ
げますので、皆さんのご協⼒をお願いします。 

健康福祉課・福祉介護係  ☎45-2214 

作品募集︕ 第12回⻄会津国際芸術村公募展 
 

⻄会津国際芸術村公募展実 
⾏委員会では、第 12 回⻄会 
津国際芸術村公募展 2017 の 
作品を募集しています。応募 
⽅法などの詳細は事務局に問 
い合わせください。 
◆応募部⾨ 

①⻘少年の部（16 歳〜19 歳） 
②⼀般の部 

  ※⻘少年の部は、⻄会津在住の場合に限り、中学⽣
以下でも応募できます。 

◆募集作品 題材は⾃由です。未発表の作品で、サイ
ズは 50 号まで、厚さは 10cm まで、重さは７kg
までのもの（他の展覧会などで受賞していない作
品は応募可）。 
※簡易額装し、壁に展⽰できる状態にしてください。
※荷重に耐えられるヒートンと展⽰⽤紐が付いてい

ないものは選外となる場合があります。 
※ガラス不可、アクリル使⽤可。 
※出品数は１⼈２点までです。 

◆出品料 ⻘少年の部は無料、⼀般の部は１点 2,000
円、２点 3,000 円。海外からの出品は無料。 
※納⼊された出品料は返⾦しません。 

◆応募締め切り ８⽉ 31 ⽇（⽊）当⽇消印有効 
◆賞⾦・副賞など 

①⻘少年の部⼤賞＝５万円＋来年の東京巡回展で
の個展開催権 

②⼀般の部＝10 万円 
※⼤賞以外の賞もあります。

 
⻄会津国際芸術村公募展実⾏委員会事務局 
☎47-3200 

 

｢敬⽼会｣開催のお知らせ 
 

敬⽼会を下記の⽇程で開催します。招待ハガキが届
いたら、内容を確認の上、各⾃治区⻑まで申し込みく
ださい。会場はイス席 
ですので、床に座るこ 
とが苦⼿な⼈も楽しむ 
ことができます。ぜひ 
参加ください。 
 
◆開催⽇時・対象地区・会場 

開 催 ⽇ 時 対 象 地 区 会 場 

９⽉９⽇（⼟） 
午前 10 時〜 

◎群岡地区 
◎新郷地区 

さゆり公園 
体育館 

９⽉10 ⽇（⽇） 
午前 10 時〜 

◎野沢地区 
◎尾野本地区 

さゆり公園 
体育館 

９⽉17 ⽇（⽇） 
午前 10 時〜 ◎奥川地区 奥川みらい 

交流館体育館 
 
◆申込期限 ８⽉ 17 ⽇（⽊） 
◆申込先 招待ハガキが届いたら、各⾃治区⻑まで申

し込みください。なお、送迎バスを利⽤する場合
は併せて申し出てください。 

 
健康福祉課・福祉介護係 ☎45-2214 
 

参加者募集︕ 奥川郷⼟史講座 
 

町公⺠館奥川分館では、奥川地区の史実について語
り合う学習会「奥川郷⼟史講座」を開催します。本年
度は、８⽉から⽉１回程度、全７回を予定しています。
奥川地区の史実について⼀緒に語り合いませんか。 
【開講式および第１回講座】 
◆⽇時 ８⽉ 24 ⽇（⽊） ９時〜11 時 
◆会場 奥川みらい交流館・第１研修室 
◆内容 「奥川の⽂化遺産（宝）について」 
◆申込期限 ８⽉ 18 ⽇（⾦） 
 

町公⺠館・奥川分館  ☎49-2001 
 

にしあいづ物語講座（野沢地区）を開催します
 

町公⺠館では、「にしあいづ物語１００選」を題材に、
旧越後街道の三⼤宿場として栄えた野沢地区の宝につ
いて講演する「にしあいづ物語講座（野沢地区）」を開
催します。皆さんの知っている歴史や⽂化財の話もぜ
ひ聞かせてください。また、歴史に詳しくない⼈や、
地区外からの参加も⼤歓迎です。  
◆⽇時 ８⽉ 19 ⽇（⼟） 10 時〜正午 
◆会場 町公⺠館・⼤ホール 
◆講師 ⽥崎敬修さん 
 

町公⺠館 ☎45-3244 
 

外国出⾝者のための無料⽣活相談窓⼝ 
 

県国際交流協会では、外国出⾝者のために外国語で⽣
活相談に応じています。電話や電⼦メール、ＦＡＸ、来
所などで相談でき、秘密は固く守られます。安⼼してご
相談ください。また、外国出⾝ 
者が⾏政窓⼝で⼿続きを⾏う場 
合などに、電話で通訳すること 
もできます。 
◆相談できる⽇ 

◎⽇本語、英語、中国語 
⽕曜⽇〜⼟曜⽇の午前９時〜午後５時 15 分 

◎タガログ語（フィリピン）、韓国語、ポルトガル語 
⽊曜⽇の午前 10 時〜午後２時 
※第４、第５⽊曜⽇は要予約 

 
県国際交流協会 
☎024-524-1316 FAX 024-521-8308 
電⼦メール ask@worldvillage.org 

問 

問 

問 

問 

問 

問 

期限までに納めましょう「国⺠年⾦保険料」 
 

平成 29 年４⽉分から平成 30 年３⽉分までの国⺠
年⾦保険料は、⽉額 16,490 円です。 

保険料は、⽇本年⾦機構から届く納付書により、⾦
融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納めること
ができます。また、クレジットカードやインターネッ
トなどによる納付、⼝座振替も可能です。 

保険料を納めていない状態で万⼀、障害や死亡といっ
た不慮の事態が発⽣した場合、障害基礎年⾦や遺族基礎
年⾦を受け取れないことがあります。ご注意ください。 

所得が少ないなど、保険料の納付が困難な場合は免
除･猶予制度があります。この場合、２年１カ⽉前の⽉
分までさかのぼって免除などの申請をすることができ
ます。詳しくは問い合わせください。 
 

町⺠税務課･町⺠⽣活係 ☎45-2215 
会津若松年⾦事務所 ☎0242-27-5321 

年⾦の⼿続きはお済みですか︖  
 

年⾦を受け取るために必要な納付期間が、25 年から
10 年に短縮されました。⽇本年⾦機構では、新たに年
⾦を受け取れるようになる⼈に「年⾦請求書」を順次
お届けしています。年⾦請求書が届いたら、「ねんきん
ダイヤル」で予約の上、⼿続きをお願いします。 

なお、請求書は⻩⾊の封筒で届きます。まだ⼿続き
をしていない場合は、早めに⼿続きをお願いします。 

また、不審な電話や訪問には注意してください。 
 

ねんきんダイヤル ☎0570-05-1165 問 

問 
法定相続情報証明制度が始まりました 
 

平成 29 年５⽉ 29 ⽇から、全国の法務局で、各種⼿
続きに利⽤することができる「法定相続情報証明制度」
が始まりました。この制度は、法定相続⼈が誰である
かを登記官が証明するもので、この制度を利⽤すれば、
各種⼿続きで⼾籍謄本などを何度も出し直す必要がな
くなります。⼿続き先が複数ある場合に、⼿続きを同
時に進めることができるなど、便利な制度となってい
ますので、ぜひご活⽤ください。 

詳しくは法務局のホームページ 
をご覧になるか、次に問い合わせ 
ください。 
 

福島地⽅法務局・不動産登記部⾨ 
☎024-534-2045 

問 

なりすまし詐欺に注意しましょう‼ 
 

県内でなりすまし詐欺被害が発⽣しています。犯⼈
は、⾔葉巧みに取引先の⾦融機関、⼝座番号、暗証番
号、⽣年⽉⽇などの個⼈情報を聞き出 
そうとしますので、このような電話が 
あった場合には、相⼿が誰であろうと 
絶対に教えないようにしてください。 
 

町⺠税務課･町⺠⽣活係 ☎45-2215 問 



時 時
5

30お天気
2

12 12

　夏の特別番組
こゆりちゃんニュースワイド上半期（１～６月放送分）ほか
※詳しくは後日こゆりちゃんニュースワイド等でお知らせします。

　防災行政無線の音声をケーブルテレビで放送しています。
屋外で鳴った後、さゆりチャンネル（１１ch）で音声が出ます。

西会津町ケーブルテレビ 電話 ４５－４４６１ Mail info@nct.ne.jp
（西会津ケーブルネット） FAX ４５－４４４７ URL http://www.nct.ne.jp/

8

1

30週間
こゆりちゃん
ﾆｭｰｽﾜｲﾄﾞ

3

4

30こゆりちゃんニュースワイド

15こゆりちゃんニュースワイド

1

3

00ショップチャンネル（朝５：００まで）

6

4

25行政情報まちＯＮ

０0週間
こゆりちゃん
ﾆｭｰｽﾜｲﾄﾞ

6

7

30求人情報
5

9

行政情報まちＯＮ

10

12

保存

こゆりちゃんニュースワイド

8

30お天気

5

50道路情報（国道４９号の路面状況を１０分間）

月～金　午後６時３０分ほか

9

10

11

7

さゆりチャンネル

月

6

11

30お天気

00週いち貯筋体操

00週間こゆりちゃん
ニュースワイド

11

30こゆりちゃんニュースワイド

３０週間こゆりちゃん
ニュースワイド

30こゆりちゃんニュースワイド

３０週間こゆりちゃん
ニュースワイド

00求人情報

25行政情報まちＯＮ

30お天気

8：30こゆりちゃんニュースワイド
9：00サイエンスチャンネル
（特別番組を放送することもあります）

00道路情報（国道４９号の路面状況を１０分間）

30こゆりちゃんニュースワイド

30こゆりちゃんニュースワイド

8

10

11

12

00サイエンスチャンネル

25行政情報まちＯＮ
30週間
こゆりちゃん
ﾆｭｰｽﾜｲﾄﾞ

00情報カメラの映像（10分間）
30こゆりちゃんニュースワイド

火～金

00道路情報（国道４９号の路面状況を１０分間）

10

6

7

8

9

00情報カメラの映像（１０分間）
30求人情報

9

２９年８月番組ガイド

日土

30こゆりちゃんニュースワイド

30週間
こゆりちゃん
ﾆｭｰｽﾜｲﾄﾞ

00週いち貯筋体操

7

月～金　午後６時２５分ほか
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