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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防止の
ため、次のイベント・事業は中止・延期となり
ますので、お知らせします。

日程 イベント・事業名 区分

6/1-16 関節さびぬき教室 中止

6/6 ぼっこやま
てづくりマーケット 中止

6/11 千歳学級
「魚沼醸造株式会社」工場見学会 中止

6/12-14 喰丸小 イチョウの木のした
手仕事マルシェ 中止

6/14 少年教室・つみきクラブ
「親子料理教室」 中止

6/15 乳がん集団検診（マンモ） 中止

6/13-14 からむし市 延期
6/17,19
    22,24 人間ドック 中止

6/22 子宮がん集団検診 中止

6/29 乳がん検診（超音波検査） 中止

6/30 健康づくりセミナー 中止

7/5 河川クリーンアップ作戦 中止

7/18 からむし織の里フェア 中止

7/18-19 喰丸小芸術祭 中止

7/28-30 総合健診 中止

7-8月 草加市自然教室受け入れ 中止

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

▼  次頁にも、お知らせがございますので、
　 ご確認ください。

周知 周知
肥培・水管理・雑草防除
【水稲】あぜ道指導会の開催について

　今年の水稲の生育状況、今後の管理について
金山普及所よりご説明します。
（金山普及所 小森 秀雄先生よりご説明頂きます）

月日時間 6月 15日（月）
午前9:00～9:50 松山（上新田地内）

午前10:00～10:50 野尻
（コミュニティーセンター前）

午前11:00～11:50 中向（公民館前）

午後1:30～2:20 下中津川
（ライスセンター前）

午後2:30～3:20 小中津川（気多神社前）

月日時間 6月 16日（火）
午前9:00～9:50 佐倉（区長事務所前）

午前10:00～10:50 喰丸（三島地内）
午前11:00～11:50 両原 (持石地内）
午後1:30～2:20大芦（大芦管理センター前）
午後3:00～3:50 小野川（改善センター前）

※どの地区でも参加可能ですので、都合の悪い
場合は他地区の会場にご参加下さい。
主催：福島県 会津坂下農業普及所 金山普及所
共催：昭和村産業建設課産業係
　　　ＪＡ会津よつば 昭和営農経済センター

　問 産業係 ☎ 57-2117

有害鳥獣による被害防止対策のため
夜間見回りを実施します

　試験的な取り組みとなりますが、イノシシ等
による被害が発生している農地を中心に見回り、
追い払い作業を実施しますので、ご理解ご協力
をお願いいたします。
　昭和村鳥獣被害対策実施隊員が下記時間帯及
び場所の見回りを行います。
  期　間：6月 2日 (火 )～ 6月 12日 (金 )
  時間帯：午後 7時～午前 4時の間（1日 2回）
  場　所：松山・野尻・下中津川地区
　問 産業係 ☎ 57-2117

周知
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尊い命を救うために
献血へのご協力をお願いします

　今年度の献血を下記により実施いたします。
採血の基準を満たした方は、輸血を受ける患者
さんにとってより安全性の高い 400ml献血にぜ
ひご協力をお願いします。
　皆様のお越しを心からお待ち申し上げます。
■ 実 施 日　令和 2年 6月 11日（木）
■ 受付時間　午後 2時～ 4時 30分
■ 実施場所　昭和村生活改善センター前
【採血の基準】

区分 200ml全血献血 400ml全血献血

年齢 16歳～69歳 男性 17歳～69歳
女性 18歳～69歳

体重 男性 45kg以上
女性 40kg以上

男女とも
50kg以上

最高血圧 90mmHg以上

血色素量 男性12.5g/dl以上
女性 12g/dl以上

男性 13g/dl以上
女性 12.5g/dl以

上

献血間隔 男女とも4週間 男性 12週間
女性 16週間

年間
総献血量

200ml献血と400ml献血を合わせて
男性 1,200ml以下 女性 800ml以下

※献血は、16歳以上 70歳未満の健康な方なら
誰でもできます。
65歳以上の方については、献血される方の健
康を考え、60歳から 64歳の間に献血経験が
ある方に限ります。

※採血副作用の低減のため、採血前検査方法が
「指先から少量の血液を採取する方法」に変わ
りました。

※新型コロナウイルス感染症予防のため、職員
の体温測定、手指消毒、会場内の消毒・清掃
を徹底し、細心の注意を払って実施します。
皆様にも会場入り口での問診、体温測定、手
指消毒、マスクの着用についてご協力をお願
いします。なお、発熱が確認された場合等、
入場をご遠慮いただくことがあります。

　問 保健福祉課 ☎ 57-2645

お願い

交通安全協会昭和分会からのお知らせ

① 令和２年度定期総会について
　本年の定期総会につきましては、5月 20日
に本部役員会を開催し、新型コロナウィルス
感染拡大防止の観点から中止といたしました
のでお知らせいたします。

②  セーフティチャレンジの開催について
　セーフティチャレンジとはドライバーが三
人一組のチームとなり、チャレンジ期間中の
無事故・無違反を目指す取り組みで、達成し
たチームの中から抽選で特別賞が当たります。
・募 集 期 間　7月 15日まで
・チャレンジ期間　7月 1日～ 12月 31日まで
・参 加 料　1名 500円
※参加申込みは役場で行えます。

　問 総務企画係 ☎  57-2111

周知

適正処理困難物及び農機具関係廃棄物
有料収集について

　この度、処理が困難なため普段村では集めて
いないごみの収集を下記のとおり行います。
■ 予定日時　６月２５～２６日（木～金）
※家電、タイヤ、バッテリー、動噴器等が対象です。
　なお、お知らせ版別紙申込書裏面の参考価格を
　ご確認ください。
※今回の収集では、農業系産業廃棄物（塩ビ、
肥料袋、プラの波板、苗箱等）は引き取りで
きません。なお、回収は 10月ごろを予定し
ております。

※収集業者との調整により日程が変動する可能
性があります。詳細はお申込みいただいた方
に後日お知らせします。

ご確認下さい！
　当日は必ずお立会下さい。収集を効率的に行
うため、指定場所までごみをお持ちいただくよ
うお願いする可能性があります。
お申込
　収集をご希望される方はお知らせ版最終頁の
申込用紙にご記入の上、6月 12日 (金 )までに
保健福祉課へお申し込みください。
ご不明な点は下記担当へお問い合わせください。
　問 保健福祉課 ☎ 57-2645

募集
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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。
　コロナウイルス感染症対策のため、来所の際
は必ずマスクを着用願います。
　発熱等の症状がある場合には来所しないで、
まずお電話でご相談ください。（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

6月 4日 (木 ) 〇 〇 松山～野尻

　　5日 (金 ) ○ 〇 大芦

8日 (月 ) 〇 〇 下中津川

　　9日 (火 ) ○ ○ 上昭和

　  10日 (水 ) 検査日 ○

　  11日 (木 ) ○ ○ 松山～野尻

　  12日 (金 ) ○ 休診 大芦

15日 (月 ) 〇 〇 下中津川

　16日 (火 ) ○ ○ 上昭和

　  17日 (水 ) 検査日 ○

　  18日 (木 ) ○ ○ 松山～野尻

　  19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
第32回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会（略称：ふくしま駅伝）
「希望ふくしまチーム」選手募集について

　本村は今年も引き続き「希望ふくしまチーム」
として参加いたします。参加町村は金山町、三
島町、川内村、葛尾村、檜枝岐村、湯川村、昭
和村の７町村です。つきましては、下記により
村民の参加を募集します。
１．応募資格
令和 2年 4月 1日現在で 15歳以上の方で、
次の要件を満たす方
(1) 村内に在住の方
（他市町村に居住し通勤している役場職員、小・
中学校の教職員、常備消防職員も含む）
(2) ふるさと選手の方
（他市町村、他県在住でも昭和中学校出身、も
しくは昭和小学校通学時に在住していた方）

２．大会日程
令和 2年 11月 15日（日）
7時 40分スタート（白河総合運動公園）
12時 40分頃 (予定）ゴール（福島県庁前）

３．練習スケジュール等
（希望ふくしまチームで行うもの）
月日 内容　　 場所

7月顔合わせ会及び合同練習会 猪苗代
陸上競技場

8月 合同練習会 猪苗代
陸上競技場

9月 合同合宿 北塩原村

10月
18日

円谷幸吉メモリアル
マラソン大会（選考レース） 須賀川市

11月 合同練習会 猪苗代
陸上競技場

11月
14日

ふくしま駅伝開会式
及び壮行会

白河総合
運動公園

※新型コロナウイルス感染症の影響によって
は変更になる可能性があります。

４．応募方法
教育委員会へ電話でお申し込み下さい。

５．応募期間
6月 3日（水）～ 7月 10日（金）

　問 教育委員会 ☎ 57-2114

募集

▼  次頁にも、お知らせがございますので、
　 ご確認ください。
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周知 昭和中学校生徒会・PTAによる資源回収ご協力のお願い

1.日時 令和 2年 6月 21日 (日 ) 8:00～ 11:00 ※小雨決行
2.方法 当日の朝8:00までに、各地区のゴミ収集所にお出しください。　　

　○回収するもの○
【ビン類】酒やしょうゆなどの茶色の一升びん、ビールびん、

サイダーびん、ジュースびん。
※透明や緑色、茶色以外の一升びんは出さないでください。
※びん類はバラでも回収しますが、できるだけケースに入れて
　お出しくださるようお願いいたします。
※キャップを外して出してください。
※割れたびんは出さないでください。
【金属類】アルミ缶のみ
※アルミ缶は中をよく洗浄し、つぶしてお出しください。
【紙類など】新聞紙、段ボール、雑誌
※新聞紙、段ボール、雑誌は必ずひもで結んでください。

　×回収できないもの×
【びん類】汚れたびん、栄養ドリンクなどの小さいびん、
　　　　  ウイスキーのびん、ワインのびん、割れたびんなど
【衣類等】衣類、カーボン紙、ビニールの肥料、袋ぼろ布など
【金属類】家電リサイクル対象製品（冷蔵庫、洗濯機など）、

パソコンリサイクル対象製品、自転車、スプレー缶、
ガス缶など、アルミサッシ、アルミホイール、
上鉄 (タイヤチェーン、くわ、鉄ホイール、草刈り機の刃 )、
鉄くず、ビニールハウスのパイプ、スチール缶、バンセン、
トタン、一輪車、ガス台、コンロ、ストーブ

【その他】タイヤ、電球、蛍光灯、電池、電線、電話線、ストーブなど
3.その他
(1) 「回収するもの」に書かれていないものは回収しません。なお、来年度よりビン、アルミ缶も
回収いたしませんのでよろしくお願いします。

(2)  ゴミ収集所まで運ぶのが困難な場合は、当日ご自宅までお伺いいたしますので、6月 17日
(水 )17:00までに昭和中学校 (☎ 57-2201)にご連絡ください。

　お忙しいところ誠に恐縮ではございますが、ご協力くださいますようお願いいたします。
なお、資源回収で得た収益金は生徒の活動費として有意義に使わせていただきます。

昭和中学校長　　星　　文行
同 PTA 会長　　青木　秀之
同 生 徒 会　　齋藤　愛里

問 昭和中学校 ☎ 57-2201



　お申し込み一覧

適正処理困難物・農機具関係廃棄物収集申込書 ▼  保健福祉課 (FAX 57-2645)

氏名 住所 電話番号

昭和村大字

収集物
（家電はメーカー・サイズ記載）

収集物移動
いずれかに〇

可・否

 ※ 家電の場合はメーカー、サイズ等詳しくご記載ください。例）ﾃﾚﾋﾞ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 20型（LC-123B）
 ※ 裏面に参考価格表を掲載しています。


