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周知診療所からのお知らせ

直近の診療日をご案内いたします。
村内でもインフルエンザが流行しています。
手洗いの徹底やうがい、マスクの着用により感
染を防ぎましょう。不要不急の外出はなるべく
控えましょう。
○ 内科は毎週水曜日が一般外来休診日です。
　（検査・昭和ホーム回診・往診日、急患応相談）
○ 歯科は完全予約診療です。
○ 土日祝日は休診です。

月日 内科　　　歯科 バス
1月 9日（木） ○ ○ 松山～野尻
　 10日 (金 ) ○ ○ 大芦

14日 (火 ) ○ ○ 上昭和
　  15日 (水 ) 検査日 ○
　  16日 (木 ) ○ ○ 松山～野尻
　  17日 (金 ) ○ ○ 大芦

20日 (月 ) ○ ○ 下中津川
　21日 (火 ) ○ ○ 上昭和
　22日 (水 ) 検査日 ○
　23日 (木 ) ○ ○ 松山～野尻

24日 (金 ) ○ ○ 大芦

○  内科午前の診療は送迎バス利用者が優先とな
りますので予めご了承ください。

　※一般受付１番から３番程度（当日の状況に
よる）までは先着順の診療となります。

○  内科　診療時間
　  午前　  9:00～ 11:30 (受付 11:15まで )
　  午後　14:00～ 16:00 (受付 16:00まで )
○  歯科　診療時間
　  午前　  9:00～ 11:30
　  午後　13:30～ 16:00
　問 診療所 ☎  57-2255

周知

▼次ページ以降にも、お知らせ（募集）が
　ございますので、　ご確認ください。

令和 2年
金山出張免許更新について

毎月第３水曜日に金山町開発センターで金山出
張免許更新を実施しています。

今年の日時は以下のとおりとなります。

なお、対象者は優良講習該当者及び高齢者講習
受講済者のみとなりますのでご注意ください。

日時 該当者
    1月15日9:30～ 2月 15日誕生日の者まで

  2月 19日 9:30～ 3月 19日誕生日の者まで

  3月 18日 9:30～ 4月 18日誕生日の者まで

  4月 15日 9:30～ 5月 15日誕生日の者まで

  5月 20日 9:30～ 6月 20日誕生日の者まで

  6月 17日 9:30～ 7月 17日誕生日の者まで

  7月 15日 9:30～ 8月 15日誕生日の者まで

  8月 19日 9:30～ 9月 19日誕生日の者まで

  9月 16日 9:30～ 10月 16日誕生日の者まで

10月 21日 9:30～ 11月 22日誕生日の者まで

11月 18日 9:30～ 12月 18日誕生日の者まで

12月 16日 9:30～ 1月 16日誕生日の者まで

　※新しい免許証は翌月の免許更新日にお渡し
　　いたします。
　※ご不明な点がございましたら役場総務課
　　までご連絡ください。
　問 総務課 総務企画係 ☎ 57-2111
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イベ
ント

映画上映会のお知らせ
昭和村シネマウイーク

今年度は３日間で３本の映画を上映します。皆
さまお誘いあわせの上ご来場ください。

　『縄文にハマる人々』　上映日：1月 20日

縄文時代に焦点を当てたドキュメンタリー映
画。１万年以上も続いたとされるこの謎多き
時代に魅了された人々への取材はもとより、
１０００点近くにもなる縄文土器や土偶の紹
介も収録。

　『廻り神楽』　上映日：1月 21日

大津波を生き抜いた黒森神楽 (国指定重要無
形民俗文化財 )と三陸の現在を描くドキュメ
ンタリー映画。

　『みんなの学校』　上映日：1月 22日

大空小学校がめざすのは不登校ゼロ。ここで
は特別支援教育の対象の子も、自分の気持ち
をうまくコントロールできない子も、みんな
同じ教室で学びます。映画は、日々生まれ変
わるように育っていく子供たちの奇跡の瞬間、
ともに歩む教職員や保護者たちの苦悩、戸惑
い、喜び。そのすべてを絶妙な近さから、あ
りのままに映していきます。

　●開催期間：令和 2年 1月 20日 (月 )～
　　　　　　　　　　　22日 (水 )の 3日間
　　　　　　　午後 7時 00分上映開始
　●場　　所：昭和村公民館　ホール
　●内　　容：・1月 20日（月）午後 7時～
　　　　　　　　「縄文にハマる人々」
　　　　　　　・1月２１日 (火 )午後 7時～
　　　　　　　　「廻り神楽」
　　　　　　　・1月 22日 (水 )午後 7時～
　　　　　　　　「みんなの学校」
　●入 場 料：無料（申込不要）
　●送迎バス：松山・大芦・大岐を

午後6時30分に出発しますので、
ご利用ください。

　問 昭和村公民館 ☎ 57-2114

生涯学習講座
「刃物研ぎ教室」開催

シーズン中に活躍した大切な刃物を、感謝の気
持ちを込めて綺麗に研いで磨きあげましょう。

　●開催日時　時間 各回 9：00～ 12：00
　　　　　　　鎌  　  ①令和 2年 1月 25日（土）
　　　　　　　　  　  ②令和 2年 1月 29日（水）
　　　　　　　包丁　①令和 2年 2月  1日（土）
　　　　　　　　　　②令和 2年 2月  5日（水）
　　　　　　　鋏  　  ①令和 2年 2月  8日（土）　　　　　　
　●場 所　昭和村公民館　1階調理室
　●講 師　地域おこし協力隊　押部僚太さん　
　●内 容　鎌・包丁・鋏の研ぎ方の説明と
　　　　　　　実践（昨年と同じ内容を行います）　
　●参 加 費　無料
　●持 ち 物　研ぎたい刃物・汚れても良い

タオル・作業しやすい服装
　●申込方法　お知らせ版最終頁の申込用紙に

ご記入の上、1月 17日（金）ま
でに、公民館へお申し込みくだ
さい。お電話でも結構です。

　問 昭和村公民館 ☎ 57-2114

募集

行政相談委員特別相談会開催！
行政相談は、役所（国、県及び市町村）や特殊
法人等の仕事に関して相談に応じ、その解決を
お手伝いするものです。

　次のとおり相談会を開設しますので、ご利用
ください。なお、3月にも相談会開催を予定して
おります。

　●日時　１月２２日（水）
        　　　午前１０時～正午

　●場所 　 昭和村公民館　和室

　●内容　行政に対する苦情や要望・心配ごと
　　　　　など、お気軽にご相談ください。
　問 総務課 住民係 ☎ 57-2115

周知
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関節さびぬき教室のお知らせ
気持ちよく身体をのばしたり、ほぐしたりして
みませんか？お誘い合わせの上、お気軽にご参
加ください。

　●講　師　島田　一郎　先生

　●持ち物　参加費 100円、飲み物、
　　　　　　動きやすい服装

　●開催日程
開催日 時間 場所

1月21日（火）

午後 1時 30分
～午後 3時

両原伝承館

1月24日（金） 小野川生活改善
センター

1月28日（火） 野 尻 コ ミ ュ ニ
ティーセンター

1月31日（金） 昭和村公民館

　※送迎の必要な方は、前日までに保健福祉課
　へご連絡ください。

　問 保健福祉課 ☎ 57-2645

周知 周知
「110番」は緊急通報電話です。
会津坂下警察署からのお知らせ

110番は緊急の事件事故専用の緊急通報電話で
す。警察本部通信指令室で受理されますので、
あなたの現在地について具体的な説明をお願い
します。

　お尋ねする主な内容
　○ 何がありましたか？
　○ いつのことですか？
　○ 場所はどこですか？
相談・落し物・運転免許などのお問い合わせは
最寄の警察署や警察相談ダイヤル（#9110）に
お願いします。

※携帯電話使用時は以下の点にご注意ください。
　・現場を離れずに通報を
　・必ず停止して通報を
　・すぐに電話を切らないで

※住所がわからない時は？？
目の前にある建物・道路・橋・河川など目標に
なるもの、近くの民家があればその住所。電力柱、
ＮＴＴ柱があればその番号を教えてください。

（例）公的機関、金融機関、医療機関、商業施設、
　　 コンビニ、ガソリンスタンド、名所・旧跡

※高速道路には、ガードレール又は中央分離帯
に数字の記載してある「キロポスト」というプ
レートがありますのでプレート記載の数字を伝
えてください。
　問 総務課 総務企画係 ☎ 57-2111

▼次ページ以降にも、お知らせ（募集）が
　ございますので、　ご確認ください。
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昭和村特産品商品化支援事業希望者募集
個人ではなかなか難しい新たなお土産品などの
開発や、商品化に向けて取り組んでいる商品の
改良や品質向上など専門家の知識を借りて、取
り組んでみませんか。

　●内 容　
本村の特産品である、からむし、かすみ草や
その他資源などを活用した新商品開発や、商
品化に向けて試作等を行っている商品の改良
や品質向上などのために専門家による助言を
行います。
※専門家を招聘し助言を受けるための専門家
　講師に対する謝礼を役場が負担します。
（例）かすみ草の加工品、お菓子の開発・商
品化・リニューアル、商品のラベル開発など
なんでも相談ください。

　●事業実施期間　令和 2年 2月 ~

　●お申込方法　
お知らせ版最終頁の申込用紙にご記入の上、
1月 24日 (金 )までに、産業係へお申し込
みください。お電話でも FAXでも結構です。

　※この事業は令和元年度福島県地域創生総合
支援事業（サポート事業）を活用しています。

　問 産業建設課 産業係 ☎ 57-2117

募集



　お申し込み一覧

生涯学習講座「刃物研ぎ教室」　 ▼　公民館（FAX 58-1010）

昭和村特産品商品化支援事業　 ▼　産業係 (FAX 57-3044)

氏名 電話番号 参加希望日

氏名 電話番号
商品化を予定している内容
（相談したい内容）

※具体的に記入してください。


