１．この加湿器をお持ちの方はすぐに御連絡願います
TDK 株式会社が製造・販売していたスチーム加湿器４種は、リコール回収を行ってい
ますが、回収中に重大事故が発生し、経済産業大臣から「危害防止命令」が発動されて
います。
現在、当該製品の福島県の回収率は 53％程度で、未だ市民の皆様の手元にあることが
懸念されています。火災事故に至る恐れがありますので、回収に御協力ください。

引き取りの際、１台当たり 5,000 円をお支払いします。
【この件に関するお問合せ先】TDK 株式会社 加湿器お客様係
TEL 0120-604-777（通話無料／9：00～19：00／土・日祝日も受付）

２．受動喫煙防止講演会を開催します
12 月 1 日より公共施設が敷地内禁煙となります。この機会に、受動喫煙の防止につい
て考えてみませんか？禁煙に関心がある方も、ぜひ御参加ください。

『知っておきたい
講師

たばこの真実』

坪井病院

理事長

坪井

～今どきのたばこ事情と禁煙治療～

永保 先生

【日

時】

平成 29 年 12 月 18 日（月）午後 2 時から３時 30 分まで

【会

場】

郡山市保健所

【定

員】

先着 100 名（定員になり次第締め切り）

【申込方法】

４階

大ホール（朝日二丁目 15-1）

地域保健課に電話で申し込み。

【この件に関するお問合せ先】郡山市保健所
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地域保健課

TEL

924-2900

３．福島大学の公開授業を開催します
福島大学との連携により、専門家による「ふくしま未来 食・農教育プログラム」公開
授業を開催します。

『地域資源活用の新展開
～農（野菜）・林（キノコ）・畜（ブタ）の
“美味しい”関係～』
講師

福島大学

准教授

林

薫平

氏

所属：福島大学経済経営学類・農学系教育研究組織設置準備室
専門：食料・資源経済学、農村計画、協同組合論
【日

時】

平成 29 年 12 月 20 日（水）午後６時から８時まで

【会

場】

郡山市役所

本庁舎２階

特別会議室

【対象者】

農業者、食品関連事業者、一般の方などどなたでも

【料

無料（事前申込不要）

金】

【この件に関するお問合せ先】

農業政策課

TEL

924-2201

４．「こおりやま市民の翼」沖縄研修旅行のお知らせ
今年度の「こおりやま市民の翼」は福島空港から定期便を利用し、沖縄を訪問します。
沖縄の歴史や文化に触れる絶好の機会ですのでぜひ御参加ください。
【期

間】

平成 30 年 2 月 12 日（月）～2 月 15 日（木）

【定

員】

80 名（定員になり次第締切）

3泊4日

【参加費】

お一人様

【行き先】

美ら海水族館、辺戸岬、ネオパークオキナワ、ビオスの丘

【旅行企画・実施】
【申込み】

138,000 円（2 名 1 室利用）

株式会社近畿日本ツーリスト東北

など

郡山支店

平成 30 年 1 月 10 日（水）までに株式会社近畿日本ツーリスト東北
郡山支店に直接

【この件に関するお問合せ・お申し込み】
株式会社近畿日本ツーリスト東北 郡山支店
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TEL 923-1250

５．郡山市議会 12 月定例会日程について
市政一般質問の質問者が決まりましたので、お知らせします。
月 日
内
容
12 月１日(金) 本会議－開会
２日(土) (休会)
３日(日) (休会)
４日(月) 議案調査（休会）
【陳情締切 午後５時】
５日(火) 議案調査（休会）
市政一般質問
６日(水) 【請願締切 午後５時】
７日(木) 市政一般質問
８日(金) 市政一般質問
◎市政一般質問

15 名

月

日
内
容
９日(土) (休会)
１０日(日) (休会)
１１日(月) 市政一般質問
１２日(火) 常任委員会
１３日(水) 常任委員会
１４日(木) 事務整理日（休会）
１５日(金) 本会議ー閉会

※本会議、委員会の会議開始は午前 10 時です

○12 月６日（水）
１ 森合 秀行（志翔会）
30 分
２ 蛇石 郁子（虹とみどりの会）20 分
３ 會田 一男（新政会）
30 分
４ 佐藤 栄作（志翔会）
30 分
○12 月 8 日（金）
９ 石川 義和（新政会）
30 分
10 大城 宏之（創流会）
30 分
11 岩﨑 真理子（日本共産党郡山市議団） 30 分
12 大木 進 （志翔会）
30 分

○12 月 7 日（木）
５ 折笠 正 （新政会）
30 分
６ 高橋 善治（日本共産党郡山市議団）30 分
７ 飯塚 裕一（社会民主党）
30 分
８ 田川 正治（郡山市議会公明党）30 分
○12 月 11 日（月）
13 飛田 義昭（社会民主党）
30 分
14 近内 利男（志翔会）
30 分
15 箭内 好彦（無所属の会）
30 分

【この件に関するお問合せ先】議会事務局

総務議事課

TEL

924-2521

６．公共施設等総合管理計画個別計画（案）住民説明会の結果公表
９月から 10 月にかけて市内 15 か所、計 16 回にわたり開催した住民説明会でいただ
いた御意見と市の考え方を下記のとおり公表します。
また、併せて個別計画（案）のパブリックコメントを実施します。
【公表期間】

平成 29 年 12 月 1 日（金）～平成 30 年 1 月 5 日（金）

【公表方法】

（１）ウェブサイトへの掲載
（２）公有資産マネジメント課、市政情報センター、各行政センター、
各市民サービスセンターでの閲覧

【この件に関するお問合せ先】公有資産マネジメント課
【編集／発行】

郡山市はセーフコミュニティに取り組んでいます

TEL

924-2051

郡山市 市民・ＮＰＯ活動推進課
ＴＥＬ９２４－３４７１

※ふれあいネットワーク情報は、本市ウェブサイトおよび
郡山市自治会連合会ウェブサイトへの掲載も行っており
ますので、併せてご確認ください。
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