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雪不足のためオープンが延期になっていた、新保
ファミリースキー場が、1月28日（土）にオープンしま
した。家族でのそり遊びやスキー教室、平日には団体
の予約が入るなど賑わいを見せています。

2月末まで営業予定で、火~木は団体予約のみ受付。
積雪状況によっては臨時休業になる場合があります。

お問合せ 新保スキー場　　☎44−7787
役場農村政策課　☎44−8210

待望のシーズン
オープン



池田町議会議員選挙立候補池田町議会議員選挙立候補
予定者説明会の実施について予定者説明会の実施について

お問合せ 池田町選挙管理委員会
☎44−8003

令和5年4月23日（日）執行の池田町議会議員選挙に係る立候補予定者説明
会を下記の通り実施します。立候補届出の手続きや選挙運動の注意事項等に
ついて説明し、立候補届出時の提出書類等もお渡しします。立候補を検討され
ている方や関係者の方はご参加ください。

⃝選挙の日程について
⃝供託金等の説明について
⃝選挙運動について
⃝選挙運動用自動車について
⃝選挙運動用はがきについて
⃝立候補手続きについて
⃝選挙運動費用・公費負担について

　等

主な内容

日　時 令和5年2月28日（火）
14：00から

場　所 池田町役場　3階会議室

その他

⃝説明会の参加予約は必要ありません。

⃝新型コロナ感染症防止のため、出席
者は2名以内とさせていただきます。

⃝公職選挙法の一部改正により 
以下のことが変更になりました。

【主な変更点】
⃝供託金制度の導入（15万円）
⃝選挙公営制度の拡大
⃝ビラの頒布の解禁

福井県農業協同組合池田支店からの
カーブミラーの寄贈について
福井県農業協同組合池田支店から、カーブミラー9基を寄贈いただきました。

寄贈は、同組合の地域貢献活動の一環として、交通安全の啓発を目的に行われて
おります。いただいたカーブミラーは、町内道路への新設や修繕などに有効活用します。

お問合せ 役場総務財政課　☎44−8003
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いけだ応援券いけだ応援券のの使用使用ははお早めにお早めに

むらさき色

みどり色

●応援券は指定の店舗でのみ 
利用できます。 詳しくは、

●おつりは出ません。

●残った券の払戻しはできません。

●換金や第三者への譲渡は 
禁止されています。

いけだ応援券 検索

お問合せ 役場総務財政課　☎44−8003

「まちの宝をいかそう・過疎をにぎやカソ」
シンポジウム開催します

地域応援券「いけだ応援券」のうち、昨年度に発行した緑色の券と、緊急経済支援事業にて配布した紫色の
券の使用期限は今年3月末となっています。期限を過ぎると使用できませんので、お早めにご利用ください。

日 時 令和5年2月25日（土） 午前9:30開会
場 所 能楽の里文化交流会館

池田町では、不便はあっても不安のな
い郷づくりを目指し「住みたくなるまち、
訪れたくなるまち」を合言葉にして、自治
と互助を活かす集落自治機能の取り戻し
に取り組んでいます。今後に向けて、情
報や知識、実践学などを学ぶ場づくり、
町民の当事者意識の醸成とやりがいづく
りの促進を図るため、「過疎・いかそう学
校」が開設されました。

《過疎・いかそう学校》企画

第2第2弾弾

【基調講演】  高野 孝子 氏（元早稲田大学教授）

【特別講演】  小田切 徳美 氏（明治大学教授）

【パネルディスカッション】
　テーマ「私が活かしたい池田の宝」
　　コーディネーター：福井新聞社  森瀬 明 氏
　　パネラー ：澤﨑 美加子 氏　 鳥居 昌巳 氏　 溝口 香織 氏

概　　要 町民の方は
どなたでも

傍聴可能です
是非ご参加
ください

「地域資源を地域でいかそう」
富山国際大学  上坂 博亨 教授　理学博士 池田町水海出身

放送講座「にぎやかそう私のむら」 
2月21日  放送開始!
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令和4年分所得税・贈与税・事業税・住民税（町県民税）の申告期間
2月16日（木）〜 3月15日（水）

正しく申告しなかったり、期限を過ぎてから申告したり、申告しなかったりすると、加算税や延滞金などの
余分なお金を納めなくてはいけなくなります。申告は期限内に正確に行いましょう。

確定申告を忘れずに

令和4年に法人化されていなかった団体（みなし法人）も、
2月上旬までに各個人へ支払った給与（賃金）、土地代、分配
金などの申告が必要となっています。お済みでない場合は、
役場住民税務課まで早急に申告をお願いします。

みなし法人も事業内容の申告が必要です
平成26年から、事業所得（一般・農業）、不

動産所得または山林所得が生じるすべての方
に帳簿などを作成・保存する義務があります。
これは所得税の申告が不要の方も対象です。

帳簿を保存しましょう

持ち物チェックリスト□□		✓
マイナンバーカード
があると便利！

所得税・譲渡取得について....... 武 生 税 務 署　☎22−0890
住民税について.......................... 役場住民税務課　☎44−8001

お問合せ

家族が代理申告する場合は代理人の身元確認書類も必要です。

□□		マイナンバー確認書類
……マイナンバーカード、マイナンバー通知カード※　
　　マイナンバーの記載がある住民票の写し　などから1つ
　　※氏名・住所などが住民票と一致しているものに限ります。

□□ 身元確認書類　
……マイナンバーカード、運転免許証、身体障害者手帳から1つ
　　または、保険証と通帳の2つ　

□□ 町民税・県民税申告書（会場でも配布）　

□□ 給与所得の源泉徴収票（給与支払報告書）　

□□ 厚生年金または国民年金などを受給している方は　
 公的年金等源泉徴収票（１月に日本年金機構などから届いたハガキ）　

□□ 生命・損害・地震保険料などの支払証明書　

□□ 国民年金などの支払証明書（ハガキ）　

□□ 医療費控除を受ける方は医療費の領収書（事前に合計額を計算）

□□ その他の収入・控除に関する書類・領収書など

□□ 申告者の預金通帳

● 所得税を申告した方は事業税・住民税の申告は不要です。
● 所得税が非課税となる方も住民税などの申告は必要です。
● 農業者、営業者、無収入の方も申告が必要です。

新型コロナウイルス対策にご協力を
来場前に ▪あらかじめ収支表・帳簿などを整理し、

　マスクを着用してお越しください。

▪手指消毒と検温を実施します。
▪体調が優れない方の入場を制限する場合が
あります。

会場にて

▪郵送、e-Tax、スマホでも申告できます。
詳しくは国税庁HPをご覧ください。
▪住宅ローン控除などに必要な登記事項
証明書はオンライン請求できます。

自宅からも

登記ねっと 検索詳しくは OK!

今年から福井県農協池田支店でも申告相談を受け付けます
令和5年の確定申告より、福井

県農協池田支店でも右記の方を
対象に申告相談を受け付けます。

◎受付対象…農業収入のある方（農業収入あれば他の収入があっても受付可能）
◎受付日程…2月22日、2月28日、3月2日、3月7日、3月9日、3月14日
◎受付時間…9：00〜12：00、13：00〜15：00

池田町役場の申告会場は大変混み合いますので、農協の申告相談もご利用ください。

会　　場 相 談 時 間 対 象 集 落

開発センター（稲荷） 	 9：00〜12：00
13：00〜17：00

稲荷、月ヶ瀬、志津原、土合皿尾、常安、寺島、市、
上荒谷、板垣、池田、山田、寺谷、谷口、薮田、学園

農村de合宿キャンプ
センター（菅生）

	 9：00〜12：00
13：00〜15：00

辻、中出、金山、菅生（2月21日）
新保、東俣、東角間（2月22日）
西角間、定方（2月28日）

水海集会場 	 9：00〜12：00
13：00〜15：00 水海、安善寺（3月3日、8日）

わくラボ（野尻） 	 9：00〜12：00
13：00〜15：00

広瀬、野尻、清水谷、持越、柿ヶ原（3月9日）
松ヶ谷、白粟、小畑、大本（3月9日）

※キャンプセンター、水海集会場、わくラボの受付日は、開発センターを閉場します。
※開発センターのみ対象集落以外にお住まいの方も申告できますが、可能な限り本来の会場へお越しください。

町内申告会場カレンダー
日 月 火 水 木 金 土

2/16
開発センター

17
開発センター 18

19 20
開発センター

21
キャンプセンター

22
キャンプセンター

23
天皇誕生日（閉庁日）

24
開発センター 25

26 27
開発センター

28
キャンプセンター

3/1
開発センター

2
水海集会場

3
開発センター 4

5 6
開発センター

7
水海集会場

8
開発センター

9
わくラボ（野尻）

10
開発センター 11

12 13
開発センター

14
わくラボ（野尻）

15
開発センター 受 付 期 間 外

受 付 期 間 外

武生税務署会場武生税務署会場でもでも申告申告できますできます
期間中平日	8：30～16：00受付
※消費税・地方消費税は3月31日（金）まで受け付けます。
※国税庁公式LINEアカウントでの「入場整理券」事前発行に

ご協力ください。

所得税・復興特別所得税
4月24日㈪

申告後の口座振替日

消費税・地方消費税
4 月 27 日㈭

武生税務署
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2月の水道料金は概算請求します
町水道の料金は、2ケ月ごとの偶数月に水道メーターを検針して料金の納入をお願いしていますが、2月は積雪のため検針
ができません。そのため、2月の水道料金は、概算料金（昨年12月の水量の9割分）とし、4月の検針値で再計算し過不足を調
整します。水量割にしている事業所の下水道料金も、水道と同じく概算の料金になります。

町水道の融雪使用は控え
節水にご協力ください

融雪に町の水道水を使用すると、高額な水道料金が
かかります。また、山の水や区の水と間違って、町の水
道水を使用されている場合もあります。融雪に使用す
る水の種類に注意し、節水にご協力ください。

水道に関するお知らせ

お問合せ 町土整備課　☎44−8005

お問合せ 役場住民税務課　☎44−8010 お問合せ 役場総務財政課　☎44−8003

凍結による水道管
破裂の漏水に注意！！

冬の寒いこの時期は、水道管が凍結して
破裂し、また積雪で水道メーターの検針が
できないため、漏水の発見が遅れたりする
ことがあります。

屋外にむき出しになっている水道管や、
北向きで風あたりの強い場所にある水道
管には、保温材や毛布などを巻いて保護す

るなど、凍結防止を行ってください。
また、長期間不在にされる場合は、水道メーターの横に
ある止水栓をしめ、水道管の水抜きをしておくと漏水を防
止できます。

水道管が凍ってしまったら
自然に解けるのを待つか、凍った
部分にタオルなどをかぶせて、ゆっ
くりとぬるま湯をかけてください。

水道メーターで漏水の確認を

柏谷左官工業所（水海）
☎44−7308
㈱佐飛建設（常安）
☎44−6052
清水建設（寺島）
☎44−6017

町指定給水工事店
（町内のみ／50音順）

すべての水道の蛇口を閉めても、
水道メーターの銀色のコマが回転
していると漏水の可能性がありま
す。水道メーターを見て漏水してい
ないか確認をしてください。漏水し
ていた場合は、町が指定する給水工
事店に修繕の依頼をしてください。

凍った管に熱湯は
かけないで！注意

熱湯をかけると、管や蛇口が
破裂してしまいます。

令和５年度の
交通災害共済加入
申込が始まります
福井県市町交通災害共済は、県内16市町（福井市

除く）が共同で行っている共済です。
共済へ加入された方が万一交通事故にあった際

に見舞金を支払う制度です。

福井県内の過去５年間における死者・重傷者を伴う交通
事故は冬場から春先に多い傾向があります。悲惨な事故を
防ぐため、次の点に注意をお願いします。
【ドライバーの皆さんへ】
⃝前照灯は早めに 

点灯しよう
⃝ハイビームを 

上手に活用しよう

【歩行者の方へ】
⃝夜間は明るい服装で 

出かけよう
⃝反射材用品や 

LEDライトを活用しよう

　免許返納をお考えの方へ
免許を返納された満70歳
以上の方へ右記の支援を
行っております。

⃝2万円の町内タクシー
利用補助券の交付

⃝マイバス運賃 
8割補助パスの交付※詳しい内容は、交通災害共済リーフレットをご覧ください。

共済期間： 令和5年4月1日～令和6年3月31日
 （※途中加入の場合は、掛金納入の翌日から）

共済掛金：1人年額500円（※加入は1人1口）

請求期間：災害を受けた日から2年以内
自主返納を

お考えの方は
役場総務財政課まで

ご相談ください

冬場～春先は
交通事故に警戒！！
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脳活 “かかしのポーズ（片足立ち）” 続けています！

なかよしこども園や高齢者サロン、ほっとプラザで行う各種教室等では、「かかしの
ポーズ」を継続的に取り入れて、「筋力」と「バランス力」を鍛えています。

▲ひょっこり茶屋 ▲サロン ▲なかよしこども園

毎日かかしのポーズ（片足立ち左右１分ずつ）を取り入れ
“脳”も“からだ”も元気になりましょう!

お問合せ 保健福祉課　☎44−8000

筋力 バランス
力

かかしのポーズのやり方

　令和4年度なかよしこども園「さくら
組」「もも組」のお子さんが行っていま
すので、ぜひ一度見てみてください。

「いけだチャンネル」で放送しています
（6：45、 9：30、 14：30、 18：45、 21：00）

❶両手を肩の高さに上げ、 
まっすぐ横へ伸ばす

❷片足を床から10cm程度あげる 
（膝は曲げ、足の裏は床と平行に保つ）

❸片足を上げたままの姿勢を 
1分間保つ

❹反対の足も同様に行う
※ふらつく場合は、机やイス、壁などに手をつきながら行ってみてください。

※効果は人それぞれです。まずはやってみてください。

病気の予防に大切なのは「筋力」と「バランス力」

「筋力が弱い人とバランス力が低い人
は、糖尿病や認知症になるリスクが高く
なる」という調査結果もあります。かかし
のポーズは下半身の大きな筋肉を鍛える
とともに、骨、神経も刺激できるので、バ
ランス力も強化でき、様々な効果が期待
できます。

⃝代謝が良くなる
⃝腸の働きが良くなり、便が排出されやすい

からだになる
⃝姿勢が良くなり、ネコ背がのびると首、 

肩、腰の負担が減り、肩こり、腰痛予防に
⃝脳の血流が良くなり、脳が活性化！

効 

果
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池田町役場では、休日にマイナンバーカー
ドの申請・受け取りができるように、右記の
日程で開庁しております。最大20,000円分の
マイナポイントがもらえるマイナポイント第
2弾では、対象となるマイナンバーカードの申
請期限が2023年2月末までとなっています。
まだ写真撮影をしてのマイナンバーカード
の申請がお済でない方や、カードの受け取り
がまだな方は、2月中にお越しください！（マ
イナポイントの申込には、マイナンバーカード
を使用します。）

お問合せ 役場住民税務課　☎44−8010

※マイナンバーカードの申請から受け取りまでに
は、約3〜4週間かかります。
※マイナンバーカードの申請は、スマートフォン・
郵送のほか、役場窓口でも可能です。マイナン
バーカード交付申請書をお持ちでない方は、役
場までお問い合わせください。

2023年2月・3月の休日窓口の日程

休日対応
2月23日（木・祝）
3月25日（土）
3月26日（日）

午前8時30分から午後5時まで受付
※マイナポイントの支援窓口は	
　午前9時から午後5時までです。

平日の役場開庁時間および、
下記の日程で休日窓口を開設します。受付日時

受付場所 池田町役場１階 窓口

★下記日程以外の夜間・休日に来庁される場合は、
　あらかじめ電話にてご予約をお願いします。

転出届がマイナポータルからも可能に！
マイナンバーカード※を所有している人は、マイナポータルからオン

ラインでの転出届出ができるようになりました。このサービスを利用す
ると、転出にあたり池田町役場への来庁が原則不要
となります。

マイナンバーカードを
健康保険証に！

マイナンバーカードを健
康保険証として利用する
ことができます。マイナン
バーカードを利用することで診療記録を医
師等がその場で確認でき、データに基づい
たより良い医療の提供を目指しています。

※手続きには、有効な電子証明書（署名用および利
用者用）のあるマイナンバーカードが必要です。
※転出届を行なった後は、お引越し後、転入先市区
町村の窓口で転入届の手続きが必要です。

マイナポイント取得支援窓口は、2023年2月末まで平日開庁日の午前
9時から午後17時まで開設します。カードを受け取った後に、そのま
まマイナポイントの申込も出来ますのでお気軽にお立ち寄りください。

マイナンバーカードを使って…

デジタル庁へ寄せられた「ご質問」と「回答」

2023年4月からは、すべての医療機関・薬局におい
てマイナンバーカード保険証を利用できるよう準備
を進めています。2022年10月にマイナンバーカー
ド保険証を利用した際の自己負担額は改訂され、マ
イナンバーカード保険証を利用した方の費用負担が
余計にかかることはなくなりました。

マイナンバーカード保険証を使える
医療機関は少なく、従来の健康保険証

より診療報酬が高くなるのは本当ですか？ 今後、マイナンバーカードを利用する便利なサービスが増えて
いきますので、カードを持ち歩いて使ってください。マイナン
バーカードはパスワードを知らなければ何も使えません。持ち
歩くときに気を付けていただく点は、銀行のキャッシュカード
やクレジットカードなどと同じです。万が一、落としたり失く
したときは24時間365日フリーダイヤル「0120-95-0178」に
お電話いただくとすぐに利用を一時停止することができます。

マイナンバーカードを
持ち歩いても大丈夫ですか？

20,000円分のマイナポイントの対象となる
マイナンバーカードの申請期限が2023年2月末まで！

詳しくは、
デジタル庁ホームページ

をご覧ください。

マイナンバーカード申請・受け取りの
休日窓口開設について

8　広報いけだ　令和 5年 2月号



消防署からのお知らせ Information from fire department

火災による被害を最小限とするためのワンポイントアドバイス!

近年、高齢者が住宅火災により亡くなられるケースが増加しています。高齢者宅に多い火災の原因は
ストーブ、たばこ、電気器具、コンロとなっています。高齢者やその家族の方が住宅火災を未然に防止し、
命を守るためには日頃から防火に対する意識の向上が重要になります。

高齢者宅に多い火災の原因は！？

自分の逃げ道を確保し、消火器や水バケツなどで初期消火を試みましょう。初期消火に失
敗した時は無理に消火しようとせずに大声で火事を知らせながら安全な場所へ避難しましょ
う。慌てず、落ち着いて119番に通報し、必要な情報を伝えましょう。目の前で火災を目撃
すると冷静な判断ができなくなります。一人で行動せずに多くの人に助けを求めましょう。

もしもし火災火災になってしまったら…になってしまったら…

コンロで火を
使用している時に
目を離してしまう

ストーブを
消さずに

就寝

ストーブの上で
洗濯物を干す

タコ足配線を
している

コンセントの上に
ほこりが溜まっている

喫煙しながら
就寝

住宅用火災警報器は、煙や熱を
感知して火災の発生を知らせま
す。住宅用火災警報器の交換時期
は10年が目安です。

住宅用火災警報器の点検をしよう!
住宅用消火器は小型・軽量タイ

プで高齢者や女性にも使いやすく
なっています。消火器の交換時期
は5年が目安です。

住宅用消火器の点検をしよう!

お問合せ 南越消防組合東消防署・池田分署　..池田分署　☎44−8119

このような経験はありませんか？ 

身の回りには火災にな
る原因がたくさん潜ん
でいます。十分に気を
付けましょう！

広報いけだ　令和 5年 2月号　9



● 池田町役場 ☎４４－６０００㈹　 ● ほっとプラザ ☎４４－８０００
● 能楽の里文化交流会館 ☎４４－７０００
● 池田町ホームページ http://www.town.ikeda.fukui.jp
● フェイスブック 福井県池田町役場  いけだ農村観光協会 で 検索

戸戸籍籍のの窓窓 （敬称略）

■人口と世帯数（2月1日現在）

人　口　2,322人 （前号比　−5）
　　　　男1,115人（−2）、女1,207人（−3）
世帯数　896世帯 （前号比　−2）

北陸新幹線「越前たけふ駅」見学＆レールウォーク

昨年9月に建築工事が完了した「越前たけふ駅」を見
学しませんか。駅舎見学や、新幹線のレールに沿って
歩くレールウォークが行われます。

【日　　時】 令和5年3月25日（土）  9：00～16：00まで
※4グループに分けて各1時間程度で実施されます。
※見学時間の指定はできません。

【対　　象】 丹南地域在住または 
丹南地域に通勤・通学する小学生以上
※小中学生は保護者同伴
※丹南地域外に在住の方で、丹南地域に通勤している
方が家族の同行者の参加を希望される場合は、小
中学生に限り応募できます。

※駅舎内のエレベーターやエスカレーターは使用で
きませんので、階段の上り下りに不安のある方は、
事前にお問い合わせください。

【定　　員】 300人（抽選）、
 1組4人（代表者含む）まで応募可
　		 ※先着順ではありません。

【応募期間】 令和5年2月17日（金）から3月5日（日）まで
 　　　　　（はがきの場合は3月3日（金）消印有効）

【申込方法】
下記二次元バーコードから申込フォーム または はが

きにて、必要事項をご記入ください。はがきの場合は、
①代表者および同行者全員の名前、②年代、③代表者
住所、④丹南地域外在住の方は、勤務先の所在市町、⑤
代表者の電話番号、⑥代表者のメールアドレスを記載
ください。
　【宛先】 〒915−8530（住所記載不要）
　　　　 越前市役所  総合交通課  あて

【抽選発表】
当落発表は、申込フォームから応募した方へはメール

でお知らせします。当選者へは集合時間、集合場所、持
ち物、注意事項等を記載した参加券を3月13日（月）以
降、代表者のご住所に応募者全員分をまとめて郵送し
ます。

はがきで応募した方への当選発表は、参加券の発送
をもってかえさせていただきます。

越前市役所総合交通課
☎22−3704

お問合せ

「まちかどコンサート」が
開催されます

（公財）福井県文化振興事業団
☎0776−38−8288

お問合せ

福井ゆかりの音楽家たちが、あなたの街に音楽をお
届けする「まちかどコンサート」を開催します。音楽
と ともに過ごす ひとときをお楽しみください。

【日　時】　令和5年3月18日（土）  15：30～16：00
【会　場】　wacca（池田町野尻）
【定　員】　40名（事前申込不要で先着順）
【入場料】　無料
【演奏者】　ヴァイオリン：佐久間 聡一

　　　　ヴィオラ　　：生野 正樹
　　　　チェロ　　　：奥泉 貴圭

悩みごと総合相談会の開催

福井県丹南健康福祉センター 
武生福祉保健部　☎22−4135

（平日8：30～17：15）

お申込み・お問合せ

日ごろの悩みについて、各専門職が相談をお受けし
ます。どなたでもご相談いただけますので、お気軽に
お問い合わせください。

【日　　時】 令和5年3月5日（日） 
9：30～12：30（予約制）

【会　　場】 福井県南越合同庁舎
 （越前市上太田町41-5）

【相談時間】 1回につき40分（個別相談）
【相談方法】 ご希望に合わせて、来所か電話か 

選べます。
【申込締切】 令和5年3月2日（木）

オンライン里親制度説明会

福井県家庭養護推進ネットワーク 福さと（奥山）
☎0776−50−3672　FAX 0776−50−3673

お問合せ

さまざまな事情で家族と離れて暮らす子どもを、自
分の家庭に迎え成長をサポートするのが里親です。里
親制度に関する制度説明会を開催します。里親制度の
概要や県内の里親さんの体験談を聞くことができます。
また、制度についての疑問や不安にもお答えします。

【日　　時】 令和5年3月11日（土）  13：00～14：30
【対　　象】 里親制度に関心のある方
【受 講 料】 無料
【申込締切】 令和5年3月6日（月）
【申込方法】 下記の①、②のいずれかの方法で 

お申し込みください。
 ① 二次元バーコード
 ② 福さとHP「イベント予約」から
 （https://r.goope.jp/fukusato/reservation/event/）

※お申込みいただいた方には、後日ZOOMへの
　招待メールをお送りいたします。

令和５年度採用 池田町職員募集
（社会人採用）

役場総務財政課　☎44−8003お問合せ

役場では、民間企業などで勤務経験がある方を募集
しています。詳しくは町ホームページをご覧ください。

【募集職種と試験区分】
募集職種 試験区分
事務職 一般事務／デジタル／会計／環境
技術職 土木／建築／電気／森林
保健師 保健師
看護師 看護師
栄養士 栄養士

【募集期間】 令和5年2月15日～3月6日
【募集資格】 民間企業等などで3年間以上の勤務経

験がある、25歳～45歳までの方

福井労働局	武生労働基準監督署管内では労災事
故が多発しています。転倒災害が最も多く、事故
の22％を占めています。冬季は積雪に加え、気温
が氷点下となる深夜から早朝の出退勤時にかけて
凍結の恐れがあるため、特に注意が必要です。

労働災害を防止しましょう

福井労働局	武生労働基準監督署

おくやみ

谷　口 森　　　二三男（81歳）

定　方 内　藤　貞　子（98歳）

白　粟 井　上　榮美子（92歳）

松ヶ谷 岸　本　咲　子（88歳）

※幸寿園等の入居者については、希望により旧住所で掲載しています。

広報いけだ令和5年1月号 P5「池田
暮らしの七か条」に誤りがありました。
お詫びして訂正いたします。

誤）事故価値観　  正）自己価値観

先月号のお詫びと訂正
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2月2１日㊋～28日㊋
時 間 番  組  名
6：00 いけだの畑から
6：05 掲示板
6：20 いけだの出来事
6：30 もっと！いけだのあれこれ
6：45 かかし・のびのび・お元気体操
7：00 池田小学校学習発表会
9：00 いけだの畑から
9：05 いけだの出来事
9：15 もっと！いけだのあれこれ
9：30 かかし・のびのび・お元気体操
10：00 町民文化祭芸能ステージ
12：00 いけだの畑から
12：05 掲示板
12：20 いけだの出来事
12：30 過疎・いかそう学校放送講座②
14：30 かかし・のびのび・お元気体操
15：00 掲示板
15：15 いけだの出来事
15：30 いけだの畑から
15：35 もっと！いけだのあれこれ
16：00 町民文化祭芸能ステージ
18：00 いけだの畑から
18：05 掲示板
18：20 いけだの出来事
18：30 もっと！いけだのあれこれ
18：45 かかし・のびのび・お元気体操
19：00 過疎・いかそう学校放送講座②
21：00 かかし・のびのび・お元気体操
21：15 いけだの出来事
21：25 もっと！いけだのあれこれ
21：40 いけだの畑から
21：45 掲示板
22：00 池田小学校学習発表会
0：00 もっと！いけだのあれこれ
0：15 いけだの出来事
0：25 いけだの畑から
0：30 いけだほっとTV選集

3月１日㊌～10日㊎
時 間 番  組  名
6：00 いけだの畑から
6：05 掲示板
6：20 いけだの出来事
6：30 もっと！いけだのあれこれ
6：45 かかし・のびのび・お元気体操
7：00 過疎・いかそう学校放送講座②
9：00 いけだの畑から
9：05 いけだの出来事
9：15 もっと！いけだのあれこれ
9：30 かかし・のびのび・お元気体操
10：00 池田小学校学習発表会
12：00 いけだの畑から
12：05 掲示板
12：20 いけだの出来事
12：30 町民文化祭芸能ステージ
14：30 かかし・のびのび・お元気体操
15：00 掲示板
15：15 いけだの出来事
15：30 いけだの畑から
15：35 もっと！いけだのあれこれ
16：00 池田小学校学習発表会
18：00 いけだの畑から
18：05 掲示板
18：20 いけだの出来事
18：30 もっと！いけだのあれこれ
18：45 かかし・のびのび・お元気体操
19：00 町民文化祭芸能ステージ
21：00 かかし・のびのび・お元気体操
21：15 いけだの出来事
21：25 もっと！いけだのあれこれ
21：40 いけだの畑から
21：45 掲示板
22：00 過疎・いかそう学校放送講座②
0：00 もっと！いけだのあれこれ
0：15 いけだの出来事
0：25 いけだの畑から
0：30 いけだほっとTV選集

3月11日㊏～20日㊊
時 間 番  組  名
6：00 いけだの畑から
6：05 掲示板
6：20 いけだの出来事
6：30 もっと！いけだのあれこれ
6：45 かかし・のびのび・お元気体操
7：00 町民文化祭芸能ステージ
9：00 いけだの畑から
9：05 いけだの出来事
9：15 もっと！いけだのあれこれ
9：30 かかし・のびのび・お元気体操
10：00 過疎・いかそう学校放送講座②
12：00 いけだの畑から
12：05 掲示板
12：20 いけだの出来事
12：30 池田小学校学習発表会
14：30 かかし・のびのび・お元気体操
15：00 掲示板
15：15 いけだの出来事
15：30 いけだの畑から
15：35 もっと！いけだのあれこれ
16：00 過疎・いかそう学校放送講座②
18：00 いけだの畑から
18：05 掲示板
18：20 いけだの出来事
18：30 もっと！いけだのあれこれ
18：45 かかし・のびのび・お元気体操
19：00 池田小学校学習発表会
21：00 かかし・のびのび・お元気体操
21：15 いけだの出来事
21：25 もっと！いけだのあれこれ
21：40 いけだの畑から
21：45 掲示板
22：00 町民文化祭芸能ステージ
0：00 もっと！いけだのあれこれ
0：15 いけだの出来事
0：25 いけだの畑から
0：30 いけだほっとTV選集

◎番組内容は変更になる場合があります。　	◎正確な放送時間は期間中の文字放送・掲示板でご確認ください。
◎池田町議会定例会が開催された場合、終了後最初の土日の12：30、19：00、0：30に録画を放送します（延期の可能性あり）。

121ch

ご家族が映っている番組を放送よりも高画質のDVD、
ブルーレイディスクに。	思い出の一枚はいかがですか？

「まちの駅 こってコテいけだ」レジ
DVD…1,500円　 ブルーレイディスク…2,000円

番組のダビングサービスいたします！

受　付
料　金

地域の身近な話題を
お知らせください!

まちUPいけだ
☎44ｰ8040（8022）

いいけけだだチチャャンンネネルル主主なな放送予定放送予定いけだチャンネル

編集・発行  池田町役場総務財政課　〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35−4
TEL. 0778（44）8003　　池田町ホームページ  http://www.town.ikeda.fukui.jp令和5年2月15日発行（第476号）
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