
皆様の生活する上での不安や疑問を少しでも解消していただく
ための情報紙として、毎週お届けします。
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●被災自治体News

市では、新型コロナウイルス感染症が拡大する中、市

ゆかりの学生を支援するため、「ふるさと学生応援制

度」を実施しています。

今回第2弾として、南相馬市でとれた新米「天のつ

ぶ」を送るため、11月10日に発送式を開催しました。

1011 火

２ページをご覧ください。
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1011 火

市では、新型コロナウイルス感染症が拡大する中、市ゆかりの学生を支援するため、「ふるさと学生

応援制度」を実施しています。

浜通り×さんじょうライフvol.4742

その第1弾として、ふるさと産品4点の中から学生が選んだ1点を

送ってきましたが、今回第2弾として、南相馬市でとれた新米「天

のつぶ」を送るため、11月10日に発送式を開催しました。

発送式では、関東地方の大学に通う学生と市長をオンラインで繋

ぎ、コロナ禍ならではのやり取りをしました。

ふるさとを離れ全国各地で頑張る学生を、南相馬市はこれからも

全力で応援します。

1
11 日

南相馬市消防団は、本年6月に福島民報社「金ばれん」を受賞したことを市民の皆さんへお披露目す

るため、祝賀パレードを実施しました。この賞は、福島民報社が毎年県内一の消防団に贈るもので、市

消防団の受賞は合併後初めてとなります。

パレードは旭公園を出発して、市民文化会館ゆめはっと駐車場まで行進しました。

沿道に集まった人たちは旗を振ってパレードを迎え、受賞を祝っていました。
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南相馬市職員（大学卒程度：土木、電気）を募集します

11月9日HP更新

募集職種・受付期限

受験案内・申込用紙

次の方法で取得できます。

1. 南相馬市役所市民課窓口および各区役所市民総合サービス課窓口で配布します。

月曜日～金曜日：午前8時30分～午後5時15分 各窓口で配布

土曜日・日曜日：午前8時30分～午後5時 各日直窓口で配布

2. 郵便で請求できます。

封筒の表に「受験申込書（職種）請求」と朱書きし、返送用に140円切手を貼った宛

先（自分宛）を明記した角形2号封筒を必ず同封して、請求してください。

3. 市公式ウェブサイトからダウンロードできます。

※ 募集期間を経過するとダウンロードできなくなりますので、応募の際に全てのファイ

ルをダウンロードしてください。

受験資格

試験日・試験会場・試験内容

募集職種 採用予定数 受付期限

土木 3人程度 11月27日(金) 当日消印有効
※受験申込受付は簡易書留による郵送に限ります。電気 1人程度

募集職種 受験資格

土木
平成2年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方（学歴は問いません）

電気

3浜通り×さんじょうライフvol.474 

試験日 試験会場 試験内容

12月12日(土)
南相馬市役所
（南相馬市原町区本町2-27）

第1次試験 専門試験、適性検査

第1次試験 作文試験、個人面接、身体検査

第1次試験 個人面接

次ページへ続きます

南相馬市からのお知らせ
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受験案内・申込用紙

受験案内（大卒程度_土木・電気）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/jyukenannaidobokudenki.pdf

受験申込書（大卒程度_土木・電気）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/jyukenmoushikomishodobokudenki.pdf

面接カード（大卒程度_土木・電気）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/mensetsuka-dodobokudenki.pdf

受験票（はがき）への貼付シート（大卒程度_土木・電気）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/hagakityouhudobokudenki.pdf

受験申込書等封筒への貼付シート（大卒程度_土木・電気）
https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/huutoutyouhushi-todobokudenki.pdf

浜通り×さんじょうライフvol.4744

南相馬市職員（社会人経験者：土木、電気）を募集します

11月9日HP更新

募集職種・受付期限

次ページへ続きます

募集職種 採用予定数 受付期限

土木 1人程度 11月27日(金) 当日消印有効
※受験申込受付は簡易書留による郵送に限ります。電気 1人程度

問い合わせ 総務部 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL
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受験案内・申込用紙

次の方法で取得できます。

1. 南相馬市役所市民課窓口および各区役所市民総合サービス課窓口で配布します。

月曜日～金曜日：午前8時30分～午後5時15分 各窓口で配布

土曜日・日曜日：午前8時30分～午後5時 各日直窓口で配布

2. 郵便で請求できます。

封筒の表に「受験申込書（職種）請求」と朱書きし、返送用に140円切手を貼った宛

先（自分宛）を明記した角形2号封筒を必ず同封して、請求してください。

3. 市公式ウェブサイトからダウンロードできます。

※ 募集期間を経過するとダウンロードできなくなりますので、応募の際に全てのファイ

ルをダウンロードしてください。

受験資格

試験日・試験会場・試験内容

受験案内・申込用紙

受験案内（社会人_土木・電気）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/jyukenannaishakaidobokudenki.pdf

受験申込書（社会人_土木・電気）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/jukenmoushikomishakaidobokudenki.pdf

募集職種 受験資格

土木
昭和49年4月2日から平成2年4月1日までに生まれた方（学歴・職歴は問いません）

電気
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試験日 試験会場 試験内容

12月12日(土)
南相馬市役所
（南相馬市原町区本町2-27）

第1次試験 SPI試験、専門試験

第1次試験 個人面接、作文試験、身体検査

第1次試験 個人面接

次ページへ続きます
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問い合わせ 総務部 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

面接カード（社会人_土木・電気）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/mensetsuka-doshakaidobokudenki.pdf

受験票（はがき）への貼付シート（社会人_土木・電気）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/jyukenhyoushakaidobokudenki.pdf

受験申込書等封筒への貼付シート（社会人_土木・電気）
https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/huutoutyouhushi-todobokudenki.pdf

浜通り×さんじょうライフvol.4746

南相馬市職員（資格免許職：保健師）を募集します

11月9日HP更新

募集職種・受付期間

受験案内・申込用紙

次の方法で取得できます。職種ごとに受験案内が異なりますのでご注意ください。

1. 南相馬市役所市民課窓口および各区役所市民総合サービス課窓口で配布します。

月曜日～金曜日：午前8時30分～午後5時15分 各窓口で配布

土曜日・日曜日：午前8時30分～午後5時 各日直窓口で配布

次ページへ続きます

募集職種 採用予定数 受付期限

保健師
新卒等 1人程度 11月27日(金) 当日消印有効

※受験申込受付は簡易書留による郵送に限ります。社会人経験者 1人程度

アピールシート（社会人_土木・電気）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/api-rushi-toshakaidobokudenki.pdf
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2. 郵便で請求できます。

封筒の表に「受験申込書（職種）請求」と朱書きし、返送用に140円切手を貼った宛

先（自分宛）を明記した角形2号封筒を必ず同封して、請求してください。

3. 市公式ウェブサイトからダウンロードできます。

※ 募集期間を経過するとダウンロードできなくなりますので、応募の際に全てのファイ

ルをダウンロードしてください。

受験資格

試験日・試験会場・試験内容

募集職種 受験資格

保健師

新卒等
平成2年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた者で、保健師免許を有する
者、または令和3年4月までに免許取得見込みの者

社会人
経験者

昭和49年4月2日から平成2年4月1日までに生まれた者で、保健師免許を有する
者

次ページへ続きます

試験日 試験会場 試験内容

12月12日(土)
南相馬市役所
（南相馬市原町区本町2-27）

第1次試験
新卒等 教養試験、適性検査

社会人経験者 SPI試験

第2次試験 作文試験、個人面接、身体検査

第3次試験 個人面接

7浜通り×さんじょうライフvol.474 

受験案内・申込用紙

受験案内（資格免許職_保健師）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/jyukenannaihokenshi.pdf

受験申込書（資格免許職_保健師）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/jyukenmoushikomihokenshi.pdf

面接カード（資格免許職_保健師）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/mensetsuka-dohokenshi.pdf
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問い合わせ 総務部 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

受験票（はがき）への貼付シート（資格免許職_保健師）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/jyukenhyouhokenshi.pdf

受験申込書等封筒への貼付シート（資格免許職_保健師）

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/2/huutoutyouhushi-tohokenshi.pdf

浜通り×さんじょうライフvol.4748

【オンライン配信】あかりのファンタジーイルミネーションinおだか

11月6日HP更新

南相馬市小高区で地域のつながりを深め小高に活気を取り戻す一助となることを目的に

平成14年度から続けられている“あかりのファンタジーイルミネーションinおだか”。

点灯式が実施される14日にまちなかを彩るイルミネーションをめぐるツアーをオンラ

インで配信します。

地域の方にどんな想いでイルミネーションを実施しているのかなども尋ねながら、さま

ざまなイルミネーションを伝えていきます。

日時

11月14日（土）午後5時～ 1時間程度

配信場所

南相馬市サポーター事務局（観光交流課内）Facebookページで配信します。

https://www.facebook.com/Minamisoma.sprt

問い合わせ 観光交流課 交流推進係 0244-24-5269TEL
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【都道府県別】(福島県外) 【福島県内市町村別】
都道府県 人 数

北海道 53

青森県 39

岩手県 39

宮城県 912

秋田県 44

山形県 119

茨城県 979

栃木県 472

群馬県 132

埼玉県 653

千葉県 564

東京都 795

神奈川県 419

新潟県 307

富山県 15

石川県 24

福井県 12

山梨県 37

都道府県 人 数

長野県 52

岐阜県 17

静岡県 59

愛知県 39

三重県 7

滋賀県 5

京都府 34

大阪府 61

兵庫県 22

奈良県 5

和歌山県 -

鳥取県 -

島根県 5

岡山県 23

広島県 10

山口県 1

徳島県 1

香川県 5

都道府県 人 数

愛媛県 8

高知県 5

福岡県 19

佐賀県 4

長崎県 10

熊本県 6

大分県 5

宮崎県 10

鹿児島県 8

沖縄県 18

国外 12

合計 6,066

市町村 人 数

福島市 2,449

会津若松市 196

郡山市 1,707

いわき市 3,188

白河市 251

須賀川市 145

喜多方市 19

相馬市 440

二本松市 1,020

田村市 70

南相馬市 1,985

伊達市 106

本宮市 474

桑折町 140

国見町 28

川俣町 56

大玉村 194

鏡石町 8

市町村 人 数

天栄村 1

下郷町 4

南会津町 9

北塩原村 3

西会津町 4

磐梯町 4

猪苗代町 19

会津坂下町 20

金山町 1

会津美里町 9

西郷村 138

泉崎村 5

中島村 2

矢吹町 35

棚倉町 7

塙町 2

石川町 6

古殿町 1

市町村 人 数

三春町 72

小野町 12

広野町 46

楢葉町 17

富岡町 17

川内村 4

大熊町 4

浪江町 1,058

葛尾村 5

新地町 87

飯舘村 2

県内 2

合計 14,072

避難者総数

20,138

(前月 20,155)

(前月 14,076)

(前月 6,079)

浪江町民の避難状況（10月31日現在）

浪江町からのお知らせ

今週の番組 60分 ※パソコン視聴

1. オープニング&今週の番組 [2分]

2. 令和2年度 南相馬市 テレビ敬老会／前編 [20分]

3. 福島県警交通啓発動画【ドライバー編】[1分]

4. シェリー＆ネイトが行く。～南相馬産 天のつぶ編～ [25分]

5. 福島県警交通啓発動画【自転車安全走行編】 [1分]

6. 南相馬市議会 令和2年度 第7回（9月）定例会 放送日 [3分]

7. 第33回野馬追の里健康マラソン大会

第15回ウォーキング大会 オンライン参加者募集 [6分]

8. リクエストアワーのお知らせ [2分]

番組内容 [11/6～11/13]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）

9浜通り×さんじょうライフvol.474 
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令和2年度双葉町会計年度任用職員追加募集のお知らせ

11月9日HP更新

双葉町では、令和2年度会計年度任用職員を下記要領により募集します。

雇用期間

12月1日～令和3年3月31日

募集期間

11月9日（月）～ 応募状況により締め切ります。

勤務地

双葉町役場いわき事務所（いわき市東田町二丁目19-4）

募集業種等

面接予定日および会場

面接予定日 受け付け後、本人に連絡します。

面接会場 双葉町役場いわき事務所

※ 面接前に書類選考を実施します。書類選考の結果、不採用となる場合があります。

応募方法

指定の履歴書・経歴書に記入のうえ、お近くの「ハローワーク」が発行

する「紹介状」と併せて、持参または郵送してください。

履歴書・経歴書

休業手当または失業手当を受けている方が、給付を受けながらの雇用はできません

のでご注意ください。

【応募先】

〒974-8212 いわき市東田町二丁目19-4

双葉町いわき事務所総務課行政係 0246-84-5200

浜通り×さんじょうライフvol.47410

業務名 求人職種 求人数 就業時間 業務内容

事務補助 事務系 2 午前8時30分～午後5時15分

・電話や窓口での対応
・文書整理・資料作成補助
・パソコン入力(ワード・エクセル)
※仕事内容については随時指導します。

双葉町からのお知らせ

注意

TEL



被災自治体News

今年はオンラインで鑑賞を！〜前沢女宝財踊り〜
10月25日、双葉町三字地区にある前田の稲荷神社境内で前沢女宝財踊りの撮影が行われました。

この撮影は、新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、映像配信という形で行われることにな

った「ふるさとの祭り2020」のために行われたものです。

福島県内から出演予定となっている全20団体のうち、双葉町からは前沢女宝財踊り保存会が依頼を

受け、今回の撮影に至りました。

11浜通り×さんじょうライフvol.474 

前沢女宝財踊り保存会の皆さ

んは前日に各避難先から集まり、

踊りの練習や、境内の落ち葉の

掃除など準備を進めていたそう

です。

当日も朝早くから準備が進め

られ、本殿の前にはお米と玉串

が供えられていました。
稲荷神社の隣には前田の大杉(県指定天然記念物)が大きく枝を広

げており、境内は一見薄暗く感じますが、色とりどりの衣装に身を

つつんだ前沢女宝財踊り保存会の皆さんが集まってくると、明るく

華やかな舞台へと変わりました。

撮影担当者との最終打ち合わせやリハーサルが行われ、皆さんで

稲荷神社に参拝したあと、本番の撮影が始まりました。

踊りが始まると、稲荷神社の境内いっぱいに軽やかな笛や太鼓の

音が響き渡りました。この日はとても冷たい風が吹いていましたが、

前沢女宝財踊りの皆さんが発する元気なお囃子で寒さも感じないく

らいでした。

最後に再び稲荷神社に参拝し、今年もまた前沢女宝財踊りを奉納できたことに感謝をして撮影は無

事終了しました。

今回撮影した動画は、今年度中に福島県公式You Tubeチャンネルで配信予定だそうです。

配信された際には、ぜひご覧になってください。 （双葉町復興支援員(ふたさぽ)平澤）



被災自治体News

防災カメラの映像拠点の追加について

11月4日HP更新

防災カメラについては、災害時の河川状況や道路状況などを確認することを目的として、

町内7箇所に設置していましたが、令和2年11月から、映像拠点を新たに7箇所追加し、

全14箇所のライブ映像を下記URLから見られます。

http://futabatown-camera.jp/

【追加拠点】

中田川（迫間田）

産業交流センター（高田）

前田川（町東）

渋川（中島）

下羽鳥（豊田）

山田（橋向）

常磐双葉IC（唐沢）

なお、双葉町ホームページでは

「双葉町防災ライブカメラ」

（右図太枠）をクリックすると、

映像が見られます。

浜通り×さんじょうライフvol.47412

問い合わせ 住民生活課 0246-84-5206TEL



被災自治体News

シャトルバス運行記念乗車証配付 10月30日

10月28日からJR常磐線双葉駅と中野地区復興産業拠点を結ぶシャトルバスが運行を開始

しました。
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30日には、運行開始を記念して伊澤町長が双葉駅前でバ

スを利用した方々に記念品を添えて乗車証を手渡しました。

伊澤町長は「常磐線を利用する皆さんに移動手段として使

ってほしい」と呼びかけながら、バスに乗り込み乗り心地を

確認しました。

双葉北小学校の母子像制作者が来庁 10月29日

双葉北小学校のシンボルとなっている母子の像を約60年前に制作した小谷野匡子さん(相

馬市出身・東京都在住)がいわき事務所を訪問されました。

小谷野さんは「東京芸術大学を卒業した頃に、父親が双葉北小の校長だったことから依頼

を受け制作した母子像が今もなお北小にあり、校歌の歌詞にも歌われていることを知りうれ

しく思っていました。震災を経て痛んだ母子像をどのように

修復すれば良いか本日は調査にきました」と話し、伊澤町長

は「小谷野様には旧騎西高校に避難していた時から多大なご

支援いただき感謝しております。震災から間もなく10年が

経とうとしている中、双葉町の復興が目に見える形で進んで

います」とあいさつしました。



被災自治体News

町立学校「栴檀祭」 10月24日

町立学校体育館において「離れていても心はひとつ！届けよう双葉の声を！」をスローガ

ンに園児、児童、生徒の日頃の学習の成果を発表する双葉町立幼稚園、小・中学校合同文化

大野黒部市長が双葉町内を視察 10月9日

祭「栴檀祭」が新型コロナウ

イルスの感染防止対策を取り

ながら開催されました。

伊澤町長は、子どもたちの

工夫を凝らした発表やはつら

つとした演技に大きな拍手を

送りました。

震災直後から現在まで毎年職員を派遣いただいている富山県黒部市から大野久芳市長、 辻

泰久市議会議長ほか職員2人がJR双葉駅や中心市街地など双

葉町内を視察され、産業交流センターで伊澤町長、佐々木清

一町議会議長と懇談しました。

伊澤町長は、長年にわたり職員を派遣いただいていること

に心から感謝と御礼を申し上げるとともに今後とも交流を続

けていくことをお願いしました。
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被災自治体News

双葉町商工会からの要望書を受理 10月8日

伊藤哲雄双葉町商工会長ほか商工会役員の方々がいわき事務所を訪れ、伊澤町長に要望書

を手渡しました。

要望内容は、双葉町の復興のために、地元雇用や調達により地域経済を活性化させること

が重要であり、特に地元雇用、業務の再委託および資材の調達に地元企業を使ってほしいと

の要望です。要望書手交後、意見交換を行いました。
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細谷行政区からの要望書を受理 10月8日

髙島学細谷行政区長、田中信一副区長がいわき事務所を訪

れ、伊澤町長に、高速道路の無料化の延長、医療費の一部負

担金の免除の延長についての要望書を手渡しました。

伊澤町長は、「避難生活が続く限り、これらの支援措置が

講じられるよう、国にも強く要望しています」と述べました。

亀岡復興副大臣がいわき事務所を訪問 10月8日

新たに復興副大臣に就任された福島県選出の亀岡偉民副大臣がいわき事務所を訪問されま

した。

伊澤町長は亀岡副大臣へ「副大臣へのご就任おめでとうございます。双葉町は被災市町村

の中でも未だに町民が戻れない状況であり、復興がようやくスタートしたばかりです。町民

が帰還をあきらめることのないように、町内全域の避難指示解除に向けた見通しや方針を明

確にしていただきますよう切にお願いします」と要望しました。



被災自治体News

双葉町産業交流センター開所式 10月1日

中野地区に建設を進めていた双葉町産業交流センターが完成し、入居事業者等関係者が出

席して開所式を行いました。伊澤町長は佐々木清一町議会議長とともに玄関で事業者の方々

を出迎え、記念品を手渡しました。
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開所式では、「皆さまのお力添えをいただきながら、この

産業交流センターを中心に双葉町に賑わいを生み出し、双葉

町の未来を、皆さまと共につくり上げていく決意です」とあ

いさつを述べました。

双葉町民の避難状況（令和2年10月31日現在）

【都道府県別】(福島県外) 【福島県内市町村別】
都道府県 人 数

北海道 14

青森県 16

岩手県 11

宮城県 247

秋田県 12

山形県 20

茨城県 459

栃木県 154

群馬県 37

埼玉県 788

千葉県 176

東京都 353

神奈川県 171

新潟県 136

富山県 11

石川県 11

都道府県 人 数

福井県 2

山梨県 14

長野県 14

岐阜県 6

静岡県 25

愛知県 8

三重県 1

滋賀県 1

京都府 11

大阪府 8

兵庫県 3

奈良県 1

和歌山県 -

鳥取県 -

島根県 18

岡山県 3

都道府県 人 数

広島県 3

山口県 1

徳島県 -

香川県 -

愛媛県 5

高知県 -

福岡県 8

佐賀県 2

長崎県 5

熊本県 2

大分県 5

宮崎県 1

鹿児島県 14

沖縄県 5

国外 6

合計 2,788

市町村 人 数

福島市 242

会津若松市 46

郡山市 652

いわき市 2,182

白河市 183

須賀川市 66

喜多方市 6

相馬市 56

二本松市 18

田村市 14

南相馬市 269

伊達市 12

本宮市 42

桑折町 6

川俣町 2

大玉村 9

市町村 人 数

鏡石町 10

天栄村 5

下郷町 2

只見町 2

南会津町 1

猪苗代町 1

会津坂下町 12

会津美里町 4

西郷村 30

泉崎村 7

中島村 2

矢吹町 25

棚倉町 13

塙町 7

石川町 1

平田村 3

避難者総数

6,813

(前月 6,813)

(前月 4,025)

(前月 2,788)

市町村 人 数

三春町 22

小野町 1

広野町 40

楢葉町 8

富岡町 5

川内村 3

大熊町 3

浪江町 2

葛尾村 2

新地町 9

合計 4,025



被災自治体News

未就学児童の個人積算線量測定（令和2年度第1回測定結果）

11月5日HP更新

郡山市からのお知らせ

放射線への不安の解消や健康管理につなげるため、子どもたちに積算線量計を配付し、

その測定結果をお知らせしています。

なお、これまでの測定結果について、郡山市原子力災害対策アドバイザーから、市内の

児童・生徒全員が「健康に影響を与えるような数値ではない」との専門的な知見をいただ

いています。

令和2年度個人積算線量（未就学児童）第1回測定結果および年間推計値概要

測定総数 501人

測定対象期間 令和2年6月19日～8月27日の70日間

測定対象期間の自然放射線被ばく相当量0.12mSvを除いた数値

全体 測定値 年間推計値

最高値 0.080 0.417

最低値 0.01未満 0.05未満

平均値 0.016 0.082

（単位：mSv）

問い合わせ こども部 こども未来課 024-924-3801TEL
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避難先住所等の届け出について

市町村名 世帯数 人数

小高区 16 42

原町区 4 5

南相馬市 計 20 47

浪江町 3 10

双葉町 1 3

郡山市 5 9

合 計 29 69

三条市に避難している
世帯数と人数(2020.11.11現在）

発行/三条市総務部政策推進課 三条市旭町二丁目３番１号
Tel 0256-34-5511
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東日本大震災に伴い避難されている方で、次のような場合は、

全国避難者情報システム（避難者名簿）に登録されている内容を

変更する必要がありますので、ご連絡ください。

・転居したので住所が変わった（変わる予定である）

・家族構成が変わった（子が進学などで転出、帰還した家族がい

るなど）

・避難生活が終了した（避難の意思を有しなくなった）

連絡先
三条市役所 福祉課

0256-34-5405TEL

交流ルームひばり通信

１１月の『ひばり』
日 月 火 水 木 金 土

１２ １３ １４

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

午前10時
～午後３時

ひばり休み ひばり休み
午前10時
～午後1時

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

午前10時
～午後３時

勤労感謝の日

ひばり休み ひばり休み
午前10時
～午後1時

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

問い合わせ TEL

E-mail
交流ルーム ひばり
（総合福祉センター内）
運営：さんじょう∞ふくしま「結」の会

0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[開設時間] 日 午前10時～午後3時

水 午前10時～午後1時

※さんじょう∞ふくしま「結」の会

避難者と三条市のボランティアの有志で組織している団体で、「交流ルームひばり」の運営を無償で

行っています。「交流ルームひばり」へお気軽にお立ち寄りください。


