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▲  

今回のお知らせ版掲載一覧　

　1ページ　　・昭和村農業者次期作支援金
　　　　　   ・「ナラ枯れ」被害にご注意ください！
　2ページ　　・お達者くらぶ開催のお知らせ
　　　　　   ・昭和村農業経営持続化支援金
　3ページ　　・両沼地方発熱外来開設のお知らせ
　　　　　   ・イベント・事業等の中止について
　　　　　   ・診療所からのお知らせ
　4ページ　　・地機学習会の募集
　　　　　   ・国民年金基金制度のご案内
　5ページ　　・ふくしま地産地消交流会参加申し込み受付中
　2ページ　　・「蕎麦打ち教室」開催

周知

募集

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

周知「ナラ枯れ」被害にご注意ください！
　村内では、ミズナラやコナラなどが枯死するナ
ラ枯れの被害が増加しています。
　ナラ枯れは、カシノナガキクイムシという虫が
運び込むナラ菌という病原菌が、木の中で繁殖
し、通水が阻害され樹木が枯死する伝染病です。
　建物周辺や道路沿い（農道・林道含む）でナラ
枯れが確認された場合は、倒木や落枝の危険があ
るため十分注意してください。
　また、発見した場合には産業係へご連絡下さい。
　問 産業係 ☎  57-2117

申請漏れはありませんか？
昭和村農業者次期作支援金

1.対象者及び交付額
①認定農業者　10万円
②認定農業者に準ずる者　10万円
③販売農家　10万円
　★昨年の確定申告で農業収入がある者
　★農作物の販売実績がある者（伝票等の写　
しを証明とする）

　※書類はいずれかで大丈夫です。
④新規就農者（村内で独立就農して 6年以内の者）　15万円
⑤農林水産物等の販売等の実績がある法人
　及び組合　10万円

2. 申請方法
　申請書及び必要書類を産業係へご提出下さい。
①申請書（村ホームページ及び産業係で配布）
②確定申告書の写しや農作物の販売が証明で
きる書類（伝票等の写し）

③通帳の写し
　問 産業係 ☎  57-2117

周知
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▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

生涯学習講座
「蕎麦打ち教室」開催

新蕎麦の美味しい季節がやって来ました！
蕎麦打ちに挑戦して、新蕎麦を堪能しませんか。

●開催日時　令和 2年 11月 27日（金）
　　　　　　10：00～ 12：00頃
●場所　昭和村公民館　1階調理室
●講師　蕎麦工房「ふなき」舟木長一さん
●内容　新蕎麦の蕎麦打ち

・蕎麦打ちの一連の工程を各自行い
自分で打った蕎麦はお持ち帰りし
ます。　　　　　　　　　

●定員　8名
（対象は村民の方のみとさせていただきます。）
●参加費　800円（蕎麦粉等材料費として）
●持ち物　エプロン・三角巾・マスク・蕎麦　　　
　　　　　持ち帰り用箱等・参加費
●申込方法　お知らせ版別紙の申込用紙にご

記入の上、11月 18日（水）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

周知 募集
コロナ禍における冬を迎える前に！
お達者くらぶ開催のお知らせ

　下記の日程でお達者くらぶを開催いたします。
　コロナ禍における冬を迎える前に、皆さんの
健康に関する不安等を相談できる機会を作りた
いと思い、開催することとしました。
　ぜひご参加ください。
※千歳学級との共催で実施します。
※開催時間・内容を一部短縮して行います。

開催日 時　間 場　　所
11月12日

(木) 午後1:30～ 佐倉公民館

11月13日
(金)

午前9:30～ 両原伝承館

午後1:30～ 中向公民館

11月19日
(木)

午前9:30～ 喰丸区長事務所

午後1:30～ 奈良布自治会館

11月24日
(火)

午前9:30～ 松山公民館

午後1:30～ 野尻コミュニティセンター

11月25日
(水)

午前9:30～ 大芦へき地保健福祉館

午後1:30～ 昭和村公民館
11月26日

(木) 午後1:30～ 小野川生活改善センター

11月30日
(月)

午前9:30～ 大岐管理センター

午後1:30～ 小中津川区長事務所

　【内容】
　● 健康相談（血圧測定・体脂肪測定など）
　● 簡単な運動レクリエーションなど
　【備考】
・参加される方はマスクの着用をお願いいた
します。

・当日は感染症予防対策へのご協力をお願い
いたします。

・なお、今年度の「元気で長生き教室」は、
新型コロナウイルス感染症予防のため (飲
食を伴うため )中止といたします。

　問 保健福祉課 ☎ 57-2645

申請漏れはありませんか？
昭和村農業経営持続化支援金

1.対象者及び交付額
①認定農業者　10万円
②認定農業者に準ずる者　5万円

2.申請方法
　申請書及び必要書類を産業係へご提出下さい。
①申請書（村ホームページ及び産業係で配布）
②認定農業者及び認定農業者に準ずる者であ
ることが証明できる書類

③通帳の写し
　問 産業係 ☎  57-2117

周知
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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。（57-2255）
○ 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
11月5日(木) 〇 〇 下昭和

6日(金) 〇 〇 大芦
9日(月) 〇 〇 下中津川

10日(火) 〇 ○ 上昭和
11日(水) 検査日 ○
12日(木) ◯ ○ 下昭和
13日(金) ◯ 〇 大芦
16日(月) 〇 〇 下中津川
17日(火) ○ ○ 上昭和
18日(水) 検査日 ○

　  19日(木) ◯ ○ 下昭和
　  20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
令和 2年 10月 30日より
両沼地方発熱外来開設のお知らせ

設置場所　坂下厚生総合病院敷地内
　　　　　仮設診療所
診療時間　平日　13時45分～16時
　　　　　(年末年始12/30～1/3を除く)
受診方法　完全予約制：℡0242-82-2080
＜予約受付時間＞　平日9時～13時
持  参  品　被保険者証・お薬手帳・
　　　　　　診察費用等(一時金3,000円他)
対象となる方　発熱などの症状のある高校生以
上で両沼郡(河沼郡・大沼郡)に在住・通勤・通
学されている方

※風邪症状や発熱がある場合の相談先は、原則
かかりつけ医になります。かかりつけがない
場合や相談先がわからない場合に発熱外来や
受診・相談センターにご相談ください。

備　考　
・公共交通機関を利用せず、自家用車でおいで
ください。

・予約時間の15分前までにおいでください。
　到着後は下車せずに係員の指示に従ってくだ
さい。

・体調が著しく悪い場合は申し出てください。
・来院時は必ずマスクを着用してください。
　問 保健福祉課  ☎ 57-2645

周知

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

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
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自営業の方やその家族、学生などの国民年金の第 1号被保険者の皆様へ
国民年金基金制度のご案内

〇国民年金基金は、自営業の方やその家族、学
生などの国民年金の第1号被保険者の方々がゆ
とりある老後を過ごせるよう、国民年金に上
乗せする公的な年金制度です。

〇加入できる方は、国民年金に加入している20
歳以上65歳未満の方や海外に居住されている
方で国民年金に任意加入している方です。

〇65歳から生涯受け取ることができる終身年金
が基本ですので、長い老後の生活に備えるこ
とができます。

〇掛金は全額が所得から控除できるので、所得
税と住民税が軽減されます。受け取る年金も
公的年金等控除の対象になりますので、税制
面で優遇されます。

〇万が一早期に亡くなった時、家族に遺族一時
金が支払われますので、掛け捨てになりませ
ん。（一部の年金タイプを除く）遺族一時金
は全額非課税です。

　※2020年1月現在
〇加入した時に確定した掛金額と年金額は変わ
りません。（ご加入時の内容でお支払した場
合）

〇ご加入いただいた後も掛金の額を口数単位で
増減できます。

　問 全国国民年金基金 福島支部
　　  ☎ 0120-65-4192

周知地機学習会の募集
昭和村に古くから伝わる地機織の技と心の伝承
および後継者育成のために、からむし織「地機
学習会」を開催します。

1.講習期間
　令和 2年 11月 16日 (月 )～
　　　　　　　　　　令和 3年 3月 31日 (水 )
2.場 所
　道の駅　からむし織の里　織姫交流館
3.定 員
　●糸づくりコース：6名程度
　　　　　　　　　　（初心者の方は 2名程度）
　●織 り コ ー ス：6名程度
　　　　　　　　　　（初心者の方は 2名程度）
4.受講資格
・村内に定住している方。
・受講中の作業風景を公開できる方。
・開講式及び講習日などの集合日に出席可能で
　あり、「からむし市」や地機関連の行事等に
　積極的に参加できる方。
・作成した糸や作品を「地機学習会作品展」に
　出品できる方。

5.講習内容
【糸づくりコース】
・手がらみづくりから撚りかけまで。
・自分の使いたい太さの糸を作ることができます。
【織りコース】　
・糸づくりから地機を使用した織りまでの一連
   の作業。
・原則として、２反以上を経緯共に手績み糸を
   用いて織ります。
・製作課題があります。お問い合わせください。

6.受 講 料
無料（但し、材料のからむし・消耗品は自己
　　　負担となります。）
※からむしをお持ちでない方は、応募時に
　ご相談ください。

7.申込締切　11月 12日（木）
8.申 込 先　昭和村からむし後継者育成協議会
　　　　　　　（事務局：昭和村からむし振興室）

　問 からむし振興室 ☎ 57-2116

周知
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【福島県】ふくしま地産地消交流会を開催します！
ふくしま地産地消交流会参加申し込み受付中

　福島県では、地産地消推進に関連する優れた
取組に係る事例発表等を通じて、地産地消の普
及・啓発を図るとともに、地域資源を活用した
事業を展開しようとする事業者を支援すること
を目的として、浜通り（いわき市）・中通り（郡
山市）・会津（会津若松市）の３会場にて「ふく
しま地産地消交流会」を開催します。当日は、
地産地消に関する専門家の講演や、地産地消に
取り組む事業者の事例発表を予定しています。

　参加無料ですので、ご興味のある方はぜひお
申込みください！

＜会津会場＞
○日時：令和2年12月4日（金）
　　　　13:15～16:15
○場所：会津アピオスペース
　　　（会津若松市インター西90番地）

申込締切　令和2年11月2０日（金）まで
　問 観光交流係 ☎ 57-2124

周知





　お申し込み一覧

そば打ち講習会　 ▼　昭和村公民館（〆切 :11月 18日㈬）

氏名 電話番号

地機学習会　 ▼　からむし振興室（〆切 :11月 12日㈭）

氏名 住所 電話番号 希望コース

・糸づくりコース
・織りコース

・糸づくりコース
・織りコース





消消火火器器・・住住宅宅用用火火災災警警報報器器のの設設置置状状況況調調査査にに

ＱＱ１１．．ああななたたののおお宅宅にに消消火火器器ははあありりまますすかか。。
　　　　ああててははままるる方方にに〇〇をを付付けけててくくだだささいい。。

・・

ああるる方方はは、、使使用用期期限限をを教教ええててくくだだささいい。。

年年ままでで

ＱＱ２２．．ああななたたののおお宅宅ににはは、、住住宅宅用用火火災災警警報報器器がが
　　　　どどここにに設設置置ししててあありりまますすかか。。
　　　　ああててははままるる箇箇所所すすべべててにに〇〇をを付付けけててくくだだささいい。。
　　

    １１階階　　居居間間  ・・  台台所所  ・・  寝寝室室  ・・  座座敷敷  ・・  居居室室
      そそのの他他・・（（ ））

    ２２階階　　階階段段  ・・  寝寝室室  ・・  居居室室
      そそのの他他・・（（ ））

　　　　住住所所、、氏氏名名ののごご記記入入ををおお願願いいいいたたししまますす。。

住住　　所所：：昭昭和和村村大大字字

氏氏　　名名：：

（（※※ここのの調調査査ににつついいててはは、、村村営営住住宅宅・・教教員員住住宅宅はは回回答答不不用用でですす。。））

※使用期限を超えて使用されますと経年劣化によるけが等の事故に至るおそれ
があります。買い替えを行う際は、必ず処分方法も購入店へご相談ください。

昭昭和和村村・・昭昭和和村村消消防防団団

　　　　ごご協協力力あありりががととううごござざいいままししたた。。1111月月1155日日((日日))にに
　　消消防防団団員員へへおお渡渡ししくくだだささいい。。

ごご協協力力ををおお願願いいいいたたししまますす。。
　　ここのの調調査査はは、、毎毎年年「「秋秋のの全全国国火火災災予予防防運運動動」」ににああわわせせてて、、昭昭和和村村消消防防団団員員
がが、、おお宅宅をを訪訪問問しし、、火火災災予予防防のの指指導導とと住住宅宅用用火火災災警警報報器器ななどどのの設設置置状状況況をを皆皆様様
ににおお聞聞ききしし確確認認ををししてておおりりままししたたがが、、今今年年はは、、新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染拡拡大大防防
止止対対策策ととししてて、、ここのの調調査査票票をを事事前前ににごご記記入入いいたただだきき、、１１１１月月１１５５日日（（日日））のの消消
防防団団員員立立ちち入入りり検検査査時時にに消消防防団団員員へへおお渡渡ししいいたただだくくここととでで、、会会話話時時間間のの短短縮縮なな
どど感感染染症症対対策策ととししてて、、調調査査票票方方式式でで実実施施すするるももののでですす。。ごご理理解解ととごご協協力力ををおお願願
いいいいたたししまますす。。

ああるる なないい

使使用用期期限限


