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▼  次ページにも、お知らせ (募集 )がございま
すので、　ご確認ください。
　新型コロナウイルス感染症関連の情報は、3
ページ以降に掲載しています。
　感染拡大防止のための、正しい手洗い方法や、
咳エチケットについて中面（3ページ）に掲載し
ていますので、村内での感染者を出さないため、
改めて、正しい予防対策についてご確認くださ
い。
　●正しい手洗い・咳エチケット（3ページ）

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。
　新型コロナウイルスが疑われるような症状で
受診希望の場合にはまずご相談をお願いいたし
ます。　診療所内科受付　☎ 57-2255
○ 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。
　（急患応相談、事前にお電話ください。）
○ 土日祝日は休診です。

月日 内科　　　歯科 バス
3月19日 (木 ) ○ ○ 松山～野尻
　20日 (金 ) 祝日のため休診（春分の日）

22日 (日 ) 〇 休日救急診療当番日
23日 (月 ) 〇 〇 下中津川
　24日 (火 ) ○ ○ 上昭和
　  25日 (水 ) 検査日 ○

　  26日 (木 )
○ ○ 松山～野尻

内科午後の受付 15：30まで
　  27日 (金 ) ○ ○ 大芦

30日 (月 ) ○ ○ 下中津川
　31日 (火 ) ○ ○ 上昭和

4月 1日 (水 ) 検査日 ○
　　2日 (木 ) ○ ○ 松山～野尻

3日 (金 ) 〇 〇 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
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千歳学級生募集

　令和 2年度の千歳学級生の募集をいたします。
1年を通じて仲間と共に楽しく学びましょう！ 
● 目的　積極的に様々な事に挑戦し、多方面に

わたる知識を深め、新しい趣味を増や
し楽しみながら生き生きと過ごす。

● 対象　昭和村在住の 65歳以上の方
● 期間　令和 2年 4月から 1年間

開催日 内容 備考

4月15日 開級式・白河歴史散策 白河市

5月 7日
福島県立美術館
「ブタペスト国立工芸
美術館名品展」鑑賞

福島市

6月 「魚沼醸造株式会社」
見学

新潟県
十日町市

7月 芸能鑑賞会 村外

9月 6日 第 14回
全会津民話まつり鑑賞会 会津若松市

9月下旬 陶芸教室 公民館
10月 ものづくり教室 村外
11月 3日 文化祭へ作品展示 公民館
11月中旬
～下旬

元気で長生き教室
「出前講座」（手工芸） 村内 6 ｹ所

12月 1日「お金とカラダの健康セミナー」 公民館

3月中旬 閉級式 村外
※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっ
ては内容が変更・中止になる場合があります
ので、ご了承ください。

● 申込方法　お知らせ版別紙の申込用紙にご記
入の上、3月 27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。また、開級式
の出欠につきましても合わせてお
知らせください。なお、開級式の
詳細につきましては学級にお申し
込みいただいた方へ追ってお知ら
せいたします。

　問 昭和村公民館 ☎  57-2114

小中津川宮原住宅入居者募集

　以下のとおり、小中津川宮原住宅 (令和元年度
建築 )の入居者を公募しますので、入居を希望さ
れる方は、期日までにお申し込みください。
● 入居募集戸数　2戸
昭和村大字小中津川字宮原 1060番地

● 住宅の構造等
1階 :RC造 /2階 :木造 /建床面積 :180.52㎡

● 家賃及び敷金等
家賃　　月額 15,000円
敷金　　　　 45,000円
※共益費（共同管理分）は別途徴収。

● 入居予定日　令和 2年 4月 1日（水）
● 入居者の資格

(1)村外から転入して昭和村に移住しようと
する者で、転勤による転入者でない者

(2)村外から転入して昭和村に移住している
者で、継続して昭和村に移住する意思があ
り住宅に困窮していることが明らかな者

(3)その者又は現に同居し、若しくは同居しよ
うとする者が暴力団員による不当な行為の
防止等に関する法律 (平成 3年法律第 77
号 )第 2条第 6号に規定する暴力団員でな
いこと

(4)その他村長が必要と認めた者
● 入居申込必要書類

(1)住宅入居申込書（用紙は役場産業建設課
にてお受け取りください）

(2)市町村長が発行する入居予定者全員の納
税証明書

(3)入居予定者全員の住民票
● その他

(1)住宅の工事は完了しましたが、敷地内舗装
工事が現在完了しておりません。完了する
までの間は敷地内に駐車が出来ないので、
臨時駐車場（道路向）への駐車になります。

(2)応募者多数の場合は、抽選にて入居者を
決定します。

● 申込締切日
　 令和 2年 3月 27日（金）※午後 5時必着
　問 建設係 ☎  57-2123

募集 募集

感染症対策
へのご協力をお願いします

咳エチケット

新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、
「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」です。

指先・爪の間を念入りにこす
ります。

手首も忘れずに洗います。親指と手のひらをねじり洗
いします。

指の間を洗います。

手の甲をのばすようにこす
ります。

何もせずに
咳やくしゃみをする

咳やくしゃみを
手でおさえる

石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルなどでよく拭き取って乾かします。

流水でよく手をぬらした後、
石けんをつけ、手のひらを
よくこすります。

・爪は短く切っておきましょう！
・時計や指輪は外しておきましょう！

手洗いの前に

正しい手の洗い方
最低30秒以上洗いましょう！手洗い

マスクを着用する
（口・鼻を覆う）

ティッシュ・ハンカチで
口・鼻を覆う

袖で口・鼻
を覆う

とっさの時マスクが
ない時

3つの咳エチケット
集会や職場、学校など人の集まるところでの注意
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感染症対策
へのご協力をお願いします

咳エチケット

新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、
「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」です。

指先・爪の間を念入りにこす
ります。

手首も忘れずに洗います。親指と手のひらをねじり洗
いします。

指の間を洗います。

手の甲をのばすようにこす
ります。

何もせずに
咳やくしゃみをする

咳やくしゃみを
手でおさえる

石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルなどでよく拭き取って乾かします。

流水でよく手をぬらした後、
石けんをつけ、手のひらを
よくこすります。

・爪は短く切っておきましょう！
・時計や指輪は外しておきましょう！

手洗いの前に

正しい手の洗い方
最低30秒以上洗いましょう！手洗い

マスクを着用する
（口・鼻を覆う）

ティッシュ・ハンカチで
口・鼻を覆う

袖で口・鼻
を覆う

とっさの時マスクが
ない時

3つの咳エチケット
集会や職場、学校など人の集まるところでの注意
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新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う
イベント・事業等の中止等について

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、
次のイベント・事業は中止・延期・縮小となり
ますので、お知らせします。

日程 イベント・事業名 区分

3/21 矢ノ原湿原調査報告会 延期

　問 新型コロナウイルス感染症対策本部
　　（保健福祉課） ☎ 57-2645

令和元年分確定申告
期限延長に伴う振替納付日のお知らせ

　国税庁より新型コロナウイルス感染症の拡大
防止の観点から令和元年分の申告・納付期限に
ついて延長が発表されました。
　つきましては 3月 16日に終了した役場受付分
の納付期限も延長となります。

●申告所得税及び復興特別所得税

納付書納付の期限 口座振替日

令和2年4月16日（木） 同年5月15日（金）

●消費税及び地方消費税（個人事業者）

納付書納付の期限 口座振替日

令和2年4月16日（木） 同年5月19日（火）

　問 住民係 ☎ 57-2113

新型コロナウイルス感染症に関する情報
新型コロナウイルス感染症に関連する情報をまとめて掲載しています。

手指消毒液の貸し出しを行います

　新型コロナウイルス感染症の感染防止のため
地区集会所において開催される集会限定で、手
指消毒液の貸し出しを行います。
　貸し出しを希望される団体は、保健福祉課ま
でご連絡ください。
　問 新型コロナウイルス感染症対策本部
　　（保健福祉課） ☎ 57-2645

周知



　お申し込み一覧

千歳学級生募集　 ▼  昭和村公民館　FAX 58-1010

氏名 地区 電話番号 開級式

出席・欠席

出席・欠席


