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▲  

今回のお知らせ版掲載一覧　

　1ページ　　・農道一時通行止めのお知らせ
・秋の全国火災予防運動実施

　2ページ　　・診療所からのお知らせ
・一日フリー参観の開催について
・『縄文土器作り～野焼き～』のお知らせ

　3ページ　　・イベント・事業等の中止について
・昭和駐在所からのお知らせ
・無料調停相談会のご案内

　3ページ　　・聖火リレートーチの市町村巡回展示

周知

「村民限定！元気まつり」花火打ち上げに伴う
農道一時通行止めのお知らせ

　「村民限定！元気まつり」の花火打ち上げに伴
い、安全確保のため、農道を一時通行止めとさ
せていただきます。
 ●日時：10月 24日（土）18:15～ 19:15
 ●区間：農道下中津川 112号線（公民館裏）
 　　　　下中津川阿久戸～下中津川住吉

　規制時間帯には付近で係員が誘導いたします。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力
のほど、よろしくお願いいたします。
　問 昭和村観光協会 ☎ 57-3700

周知
『その火事を　防ぐあなたに　金メダル』
秋の全国火災予防運動実施

　11月9日(月)～15日(日)は秋の全国火災予防運
動期間です。
　消防団員等による防火パレードや立入検査を
実施しますので、よろしくお願いいたします。

消防団防火パレード及び立入検査
　日時：11月15日(日)　9:00～
　内容：消防車輛等による村内防火パレードと

消防団員が各戸を訪問し火災予防と住
宅用火災警報器の設置等の指導を行い
ます。

　問 総務企画係 ☎ 57-2111

周知

イベ
ント

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。
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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
は自宅で体温を測っていただき、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。（57-2555）
〇10月19日～10月30日は、インフルエンザ予
防接種期間のため午前の診療開始時刻は午前
10時から（インフルエンザ予防接種が終わり
次第）となりますのでご了承ください。
　なお、送迎バスは通常時刻どおりに運行い
たします。

○ 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
10月22日(木) 〇 〇 下昭和

23日(金) 〇 〇 大芦
26日(月) 〇 〇 下中津川
　27日(火) ○ ○ 上昭和
　  28日(水) 検査日 ○
　  29日(木) ◯ ○ 下昭和

30日(金) 〇 〇 大芦
11月2日(月) ○ 〇 下中津川

3日(火) 休診 休診 （祝日）
4日(水) 検査日 ○

　  5日(木) ◯ ○ 下昭和

○  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

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

子どもたちの様子をぜひご覧ください！
一日フリー参観の開催について

　「ふくしま教育週間」（11/1～ 7）に合わせ、
本校では、子どもたちの学びの様子をご覧いた
だきたく、一日フリー参観を設定しました。ご
近所様お誘い合わせの上、ぜひおいでください。
日時　11月 5日 (木 )　8時 15分～ 16時
場所　昭和小学校各教室
その他
・お仕事等の都合に合わせて、どの時間帯にお
越しいただいても結構です。業間活動、給
食指導、清掃活動もご覧いただけます。

・学校の安全管理上、児童玄関は施錠していま
す。中央玄関よりお入りください。

・校舎に入る際には、手指消毒及びマスクの着
用にご協力ください。

・ご不明な点がありましたら、下の問い合わせ
先までご連絡ください。

　問 昭和小学校 ☎ 57-2202

周知

昭和小（5・6年）昭和中（1年）社会科
『縄文土器作り～野焼き～』のお知らせ

＜日時＞　令和 2年 10月 29日（木）　
　　　　　12:30～ 16:00頃
＜場所＞　昭和中学校校庭　小雨決行

　社会科の歴史の授業の一環として土器づくり
を行っています。10月29日（木）には、『ま
ほろん』（福島県文化財センター白河館）の学
芸員さんを講師に迎え、仕上げの活動を行いま
す。表記の時間帯に、中学校校庭において野焼
きで土器の焼成を行う予定です。消防署に届け
を出すとともに、専門の学芸員さんの指導のも
と火災防止の対策を十分にとって行いますので
ご理解ください。
　問 昭和中学校 ☎ 57-2201

周知
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夕暮れ時の交通事故にご注意
昭和駐在所からのお知らせ

　これからの時期、暗くなるのが早くなってき
ました。
　夕方まで、農作業をされている皆さん、靴に
反射シールは貼っていますか？
　交通事故防止のため、普段履く靴に反射シー
ルを貼って、夕暮れ時、車に自分の存在を知ら
せることを心がけましょう。
　また、夕方ジョギングなどをする際には引き
続き反射材の着用を心がけましょう。

皆で協力して、事故のない昭和村にしましょう。

◎引き続き、なりすまし詐欺にもご用心ください！
　留守番電話設定の活用を検討ください！
　家族との連絡もとってみてください！
　問 会津坂下警察署　昭和駐在所 ☎  57-2110

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

10月25日 イチョウまつり 中止
11月  3日農産物品評会みのりのフェスティバル 中止
11月11日 幼年・少年消防クラブ防火パレード 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

周知

周知
東京 2020オリンピック
聖火リレートーチの市町村巡回展示

　聖火リレーで使用される桜ゴールド色のトー
チを昭和村公民館１階ロビーに展示します。

　村内を聖火リレーが通過しない本村にとって
は、トーチを間近で見ることのできる数少ない
機会となります。

　11月 3日までは文化祭の作品も展示していま
すので、併せて是非ご覧ください。

日程 時間

11月2日（月） 13:00～ 18:00

11月3日（火・祝）～
11月4日（水） 8:30～ 18:00

11月5日（木） 8:30～ 12:00

　問 教育委員会 ☎ 57-2114

イベ
ント

相続・遺産分割、多重債務など
無料調停相談会のご案内

　会津若松調停協会では、「相続・遺産分割、
離婚、扶養等家庭内の問題、多重債務、土地・
建物の紛争、交通事故による損害賠償等の問題
など」裁判所で実際に調停に携わっている調停
委員がご相談に応じます。相談料は無料ですの
で、お困りのことがありましたらお気軽にご相
談ください。

　●日　　　時　令和2年11月6 日(金)
　　　　　　　　午前9時30分～午後6時
　　　　　　　　（※午後5時 受付終了）
　●会　　　場　会津若松市文化センター
　●費　　　用　無料
　●お申し込み　当日会場にて受け付けます。
　問 福島地方裁判所
　　会津若松支部　庶務課 ☎  0242-26-5725

周知


