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▲  

今回のお知らせ版掲載一覧　

　1ページ　　・ふるさとを遠くで見守る応援事業
　　　　　   ・昭和村南会津町生活バス冬期試験運行を開始します
　2ページ　　・12月よりいこいの湯の営業時間が変わります
　　　　　   ・集落で取り組む総合的な鳥獣被害防止対策推進研修会の開催について
　3ページ　　・診療所からのお知らせ
　　　　　   ・駐在所からのお知らせ
　2ページ　　・古い苧引き具を探しています

周知

お願い
▼  次頁にも、お知らせがありますので、

　 ご確認ください。

周知 ふるさとを遠くで見守る応援事業

　新型コロナウイルス感染症の影響により、通
常の生活が困難になっている昭和村出身者で村
外に在住する方を、昭和村の特産品を贈ること
で応援します。
●申請資格　現在昭和村内に住所を有しており、

昭和村出身で村外に在住している
ご親族がいる方

●申請期間　令和 2年 11月 19日（木）～
12月 18日（金）

●申請方法　「ふるさとを遠くで見守る応援事業
給付申請書」により申請するものと
します。申請書は、昭和村役場産業
建設課産業係に設置するほか、村の
ホームページからもダウンロード
できます。提出方法は、下記の住所
まで郵送していただくか、役場産業
係まで持参をお願いします。

●申  請  先　〒 968-0103
昭和村大字下中津川字中島 652　
昭和村産業建設課産業係

●そ  の 他　給付の審査結果は郵送で通知します。
なお、応募多数の場合は、抽選にて
決定いたします。

　問 産業係 ☎  57-2117

今年度より試験運行を実施します。
昭和村南会津町生活バス冬期試験運行を開始します

　12月1日より昭和村南会津町生活バスの冬期
運行を実施いたします。
　運行時刻が従来までと異なりますので、別添
の時刻表を参照ください。停留所については、
村内は従来と同様になりますが、南会津町内は
県立南会津病院前・南会津合同庁舎前・会津田
島駅前のみの停車となります。
　また、本生活バスは昭和村民及び昭和村を訪
れる方のみが乗車できるバスとなります。
　ぜひ、皆さんのご利用をお願いいたします。
　問 総務企画係　 ☎  57-2111

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。

地域おこし協力隊からお願い
古い苧引き具を探しています

　小さな苧引き具が蔵の隅に眠っていません
か？
　からむし保存協会で活動させて頂いている緒
方潤です。
　昭和村の良質なからむし生産を維持して行く
為にも、村で代々使われてきた道具類の継承も
大切な事だと思っています。
　そして今回は、からむし引き時に使用される
「苧引き具」に注目して、道具の研究を進めた
いと思っています。
　会津若松市で鍬類の製作・販売を行っている
鍛冶屋さんの協力のもと、鍛冶屋による苧引き
具の製作方法の再現を計画しています。
　なるべく忠実に製作する為村内の鍛冶屋が製
作した苧引き具を探しています。
　資料として使用する為、錆びが酷かったり、
柄が無かったりしてボロボロのもので構いませ
ん。
　皆様、ご協力のほどよろしくお願いします。
　私も以前鍛冶屋をしていた経験を活かしてよ
り高品質な道具作りにお役に立てればと思って
います。

　問 からむし生産技術保存協会 ☎  57-2216

お願い周知
いこいの湯冬季営業時間変更のお知らせ
12月よりいこいの湯の営業時間が変わります

　12月1日（火）～3月31日（水）まで営業時
間が変更となります。ご利用される際は、営業
時間が短くなるので、お気を付けください。
　
　＜変更前＞
　午前８時～午後８時
　＜変更後＞
　午前８時～午後７時
　問 観光交流係 ☎  57-2124

周知 集落で取り組む総合的な鳥獣被害
防止対策推進研修会の開催について

　村内での鳥獣被害防止対策の取り組みや、福
島県のモデル集落の実証成果について普及を図
り、今後の対策へ繋げるための研修会を開催し
ますのでご参加ください。

　●日時　　令和2年11月26日（木）
　　　　　　午後1時30分～
　●場所　　昭和村公民館ホール
　問 産業係 ☎  57-2117
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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23日(月) 祝日 祝日
　24日(火) ○ ○ 上昭和

25日(水) 検査日 ○
　  26日(木) ◯ ○ 下昭和

27日(金) 〇 〇 大芦
30日(月) ○ 〇 下中津川

12月1日(火) ○ ○ 上昭和
2日(水) 検査日 ○

　 3日(木) ◯ ○ 下昭和
4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
冬の季節がやってきました。
昭和駐在所からのお知らせ

　いよいよ雪が降る季節がやってきました。
　冬タイヤへの交換はお済でしょうか？
　雪道の運転にあたっては、改めて初心に返っ
た運転をお願いします。

〇雪道は、速度を落として走行しましょう。
〇強いブレーキ、急ハンドルは厳禁です。
〇車間距離は、いつもより遠くを心がけま
しょう。

　また、自分は大丈夫でも、前の車や対向車は
大丈夫じゃないかもしれません。
　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

周知





●年末年始の時期は、人の移動が集中し「密」になることが予想される 

ため、帰省や旅行の時期をずらすなど、分散化を心掛けましょう。 
 

●注意力の低下や気の緩みなどにより、感染 

リスクが高まる下記の場面に注意しましょう。 
 

① 飲酒を伴う懇親会等 

② 大人数や長時間におよぶ飲食 

③ マスクなしでの会話 

④ 仕事から休憩室、喫煙所、更衣室等への居場所の切り替わり 
 

●会食の際には、感染リスクを下げながら楽しむ工夫をしましょう。 
 

① 少人数・短時間で 

② なるべく普段一緒にいる人と 

③ 深酒・はしご酒などは控え、適度な酒量で 

④ 箸やコップは使い回さず、一人ひとりで 

⑤ 席の配置は斜め向かいに 
 

●家庭内でも、寒くなってきましたが感染防止対策を継続しましょう。 
 

① 寒くても定期的に換気 

（となりの部屋の扉を開ける） 

② 加湿（濡れタオルや洗濯物の室内干しなど） 

③ こまめに手洗い 

④ 必要に応じてマスク着用 
 

●症状がある場合は外出を控え、かかりつけ医へ相談しましょう。 

かかりつけ医がいない場合や夜間・休日等に急な受診が必要になった 

場合は「受診・相談センター（電話 0120-567-747）」へ。 

 

 
令和２年１１月１８日発行  

昭和村新型コロナウイルス感染症対策本部 （保健福祉課） 電話 57-2645 （２４時間対応） 

  

年末年始の帰省や旅行、忘新年会をご検討されている方も多いかと 

思います。新型コロナウイルス感染症が拡大することのないよう、下記の 

点に十分留意していただくようお願いします。 

「年末年始」新型コロナにご注意を！  

 

 





昭昭和和村村南南会会津津町町生生活活ババスス時時刻刻表表
運運行行期期間間：：令令和和２２年年１１２２月月１１日日～～令令和和３３年年３３月月３３１１日日

松松 山山 発発

松松山山 8:00 14:30
野尻菅家前 8:01 14:31
中向中央 8:04 14:34
昭和温泉 8:06 14:36
阿久戸 8:08 14:38

オーハラ堂前 8:09 14:39
下中津川学校前 8:11 14:41
公民館前 8:12 14:42

小中津川中島 8:13 14:43
からむし織の里 8:14 14:44

上佐倉 8:15 14:45
喰丸下 8:17 14:47

羽染商店前 8:18 14:48
下両原 8:20 14:50

日落沢入口 8:22 14:52
県立南会津病院 9:02 15:32
合同庁舎前 9:04 15:34
田田島島駅駅前前 9:07 15:37

会会津津若若松松方方面面へへ

田島発 9:52 16:36

会津若松着 11:04 17:55

東東京京方方面面へへ

田島発 9:24 10:43 15:45

浅草着

(特急乗換)

13:15 14:15 19:15

(下今市)
(直通）
リバティ
会津

(鬼怒川温泉)

新宿着
(特急乗換)

12:47 ― ―

(鬼怒川温泉) ― ―

会会津津若若松松方方面面かからら

会津若松発 12:04 15:11

田島着 12:58 16:16

東東京京方方面面かからら

浅草発

(特急乗換)

9:00 13:00

(直通）
リバティ
会津

(下今市)

田島着 12:24 16:09

田田 島島 駅駅 前前 発発
田田島島駅駅前前 13:10 16:30
合同庁舎前 13:13 16:33

県立南会津病院 13:15 16:35
日落沢入口 13:55 17:15
下両原 13:57 17:17

羽染商店前 13:59 17:19
喰丸下 14:00 17:20
上佐倉 14:02 17:22

からむし織の里 14:03 17:23
小中津川中島 14:04 17:24
公民館前 14:05 17:25

下中津川学校前 14:06 17:26
オーハラ堂前 14:08 17:28
阿久戸 14:09 17:29
昭和温泉 14:11 17:31
中向中央 14:13 17:33
野尻菅家前 14:16 17:36
松松山山 14:17 17:37

≪田島駅までの運賃（案）≫
両 原 ～ ¥1,000

からむし織の里 ～ ¥1,100
公民館前 ～ ¥1,150
昭和温泉 ～ ¥1,250
松 山 ～ ¥1,400お問い合わせ

昭和村役場 総務課 0241-57-2111



村内買物等外出支援バス試行的運行事業 令和 年 月 日

社会福祉協議会では、福祉バスを活用して、下記の通り交流を図

りながら村内の商店や金融機関などを巡る外出支援事業を実施いた
します。利用を希望される方は事前にお申し込みください。

記

１．利用対象者
村内在住で、移動手段にお困りの方

２．特徴
みんな（乗車された方）でみんなの用足し（村内の商店や公共機関を巡回）

をしますので、お時間に余裕のある方にご利用いただきたいと思います。
また、お買い物の際は、必要に応じてお手伝いもさせていただきます。

３．実施地区及び実施日（※各地区を午前９時に出発し、午前中の巡回を想定しています！）

実施地区 実施日（令和 年）

佐倉地区より上方面（小野川発）※ 月 日（火）

小中津川地区より下方面（松山発）※ 月 日（金）

小中津川地区より下方面（松山発） 月 日（火）

佐倉地区より上方面（小野川発） 月 日（金）

◎お迎え時間は後日ご連絡いたします。

４．利用の申込み
利用を希望される方は、 月 日（金）午後 時までに社会福祉協議会

へお申込みください。その際、お名前と電話番号、地区名をお伝えください。

５．その他
新型コロナウィルス感染症対策のため、一回の運行につきバスの利用定員

を 名以内としますので、必要に応じて乗車日を調整させていただく場合
があります。また、当日の体調確認（体温測定などにより体調不良の場合は、
参加を取りやめるなど）やマスク着用にもご協力ください。
【主催】社会福祉法人昭和村社会福祉協議会／【協力】昭和村民生児童委員協議会
【後援】昭和村、昭和村商工会、 法人苧麻倶楽部

お問い合わせ先：昭和村社会福祉協議会 電話

※ ：「佐倉地区より上方面」とは、佐倉、喰丸、両原、大芦、小野川地区を指します。／※ ：「小中津川地区より下方面」とは、松山、野尻、中向、下中津川、小中津川地区を指します。

参加費は

無料です！

今回の事業では、お食事までのご要望には
お応えできませんのでご了承ください。



村内買物等外出支援バス試行的運行事業 令和 年 月 日

社会福祉協議会では、福祉バスを活用して、下記の通り交流を図

りながら村内の商店や金融機関などを巡る外出支援事業を実施いた
します。利用を希望される方は事前にお申し込みください。

記

１．利用対象者
村内在住で、移動手段にお困りの方

２．特徴
みんな（乗車された方）でみんなの用足し（村内の商店や公共機関を巡回）

をしますので、お時間に余裕のある方にご利用いただきたいと思います。
また、お買い物の際は、必要に応じてお手伝いもさせていただきます。

３．実施地区及び実施日（※各地区を午前９時に出発し、午前中の巡回を想定しています！）

実施地区 実施日（令和 年）

佐倉地区より上方面（小野川発）※ 月 日（火）

小中津川地区より下方面（松山発）※ 月 日（金）

小中津川地区より下方面（松山発） 月 日（火）

佐倉地区より上方面（小野川発） 月 日（金）

◎お迎え時間は後日ご連絡いたします。

４．利用の申込み
利用を希望される方は、 月 日（金）午後 時までに社会福祉協議会

へお申込みください。その際、お名前と電話番号、地区名をお伝えください。

５．その他
新型コロナウィルス感染症対策のため、一回の運行につきバスの利用定員

を 名以内としますので、必要に応じて乗車日を調整させていただく場合
があります。また、当日の体調確認（体温測定などにより体調不良の場合は、
参加を取りやめるなど）やマスク着用にもご協力ください。
【主催】社会福祉法人昭和村社会福祉協議会／【協力】昭和村民生児童委員協議会
【後援】昭和村、昭和村商工会、 法人苧麻倶楽部

お問い合わせ先：昭和村社会福祉協議会 電話

※ ：「佐倉地区より上方面」とは、佐倉、喰丸、両原、大芦、小野川地区を指します。／※ ：「小中津川地区より下方面」とは、松山、野尻、中向、下中津川、小中津川地区を指します。

参加費は

無料です！

今回の事業では、お食事までのご要望には
お応えできませんのでご了承ください。





観光協会だより 第３０号 令和２年１１月１８日発行

発行：一般社団法人 昭和村観光協会
〒968-0212 昭和村大字喰丸字宮前１３７４
電話：0241-57-3700 FAX：0241-57-3701

インターネットで情報発信しています！
https://showavill.info/

「村民限定！元気まつり」を開催しました

10月24日（土）、公民館駐車場にて、商工会と
共同で「村民限定！元気まつり」を開催しました。
これは、新型コロナウイルス感染症の影響による
自粛で活気をそがれている村民の皆様や、商工
業・観光業に携わる皆様を元気づけるとともに、
新しい生活様式を前提としたイベントを試行する
機会とし、来年度以降の観光事業につなげること
を目的に、来場者を村民（村内勤務者含む）限定と
して開催したものです。
当日はあいにくの空模様でしたが、草加市との姉妹都市交流推進宣言の調印
式から始まり、芸能ステージや盆踊り、花火大会、出店などを行い、約200名の
方にお越しいただきました。
ご協力いただいた皆様に、この場をお借りして御礼申し上げます。

喰丸小にライブカメラを設置し、大銀杏の様子を配信中です

多くの観光客の方を楽しませてくれている、喰丸小の大銀杏の様子を、インター
ネットで配信するため、ライブカメラを設置しました。
観光協会ホームページからご覧いただけます。

博士トンネル工事現場見学の日帰りバスツアーを実施しました

博士トンネル開通後を見据え、会津地域に在住され
ている方に向けて、「博士トンネルそのものと、昭和村
への関心を高め、開通後の来村につながる」ような体
験を提供することを目的に、日帰りバスツアーを実施
しました。
トンネル内では現場の方から機械や工事について説
明をいただきました。お昼は矢ノ原高原蕎麦を味わっ
ていただき、喰丸小や奥会津昭和の森の展望台からの
眺め、シイタケ収穫体験など、盛りだくさんの内容で、
秋の昭和村を楽しんでいただきました。

「からむし織の里雪まつり」の開催について
現在、方針を検討しているところです。決まり次第お知らせいたします。



  

ここねねっっとと！！加加盟盟社社会会福福祉祉協協議議会会のの各各種種相相談談会会開開催催ののおお知知ららせせ  
  

 どの町村でも無料で相談できます。特設相談をご希望の方は、事前に電話等でのご予約を

お願いします。また、各各町町村村社社協協でではは、、電電話話相相談談をを月月曜曜日日～～金金曜曜日日のの午午前前９９時時～～午午後後５５

時時ままででおこなっております。小さなことでも、一人で悩まずご相談ください。 

あなたの秘秘密密はは厳厳守守ししまますす。。  
  

会津坂下町社会福祉協議会 
0242-83-1368 

西会津町社会福祉協議会 
0241-45-4259 

柳津町社会福祉協議会 
0241-42-3418 

 

弁護士相談 

12 月 11日（金） 
午前 10 時～午後 3 時 

 

心配ごと相談 

１２月７日（月） 
１２月２８日（月） 
午前９時３０分～正午 

特設相談はありません 

 

三島町社会福祉協議会 
0241-52-3344 

金山町社会福祉協議会 
0241-55-3336 

昭和村社会福祉協議会 
0241-57-2655 

 

心配ごと相談 

１２月４日（金） 
午前 9 時 30分 

～午前 11時 30分 
相談員：人権擁護員 

特設相談はありません 

司法書士相談 
12 月 9 日（金） 
午前 10 時～正午 
詳しくは裏面を 
ご覧ください 

  

自自家家用用車車にに貼貼っっててああるる様様々々ななママーーククをを正正ししくく理理解解ししてていいまますすかか？？  
危危険険防防止止ののたためめややむむをを得得なないい場場合合をを除除きき、、以以下下ののママーーククをを付付けけたた車車にに幅幅寄寄せせやや割割りり込込みみをを行行っったた

運運転転者者はは道道路路交交通通法法のの規規定定にによよりり罰罰せせらられれまますす。。正正ししくく理理解解しし、、配配慮慮ああるる運運転転ををおお願願いいししまますす。。  
  

①①初初心心運運転転者者標標識識    ②②高高齢齢運運転転者者標標識識      ③③身身体体障障害害者者標標識識    ④④聴聴覚覚障障害害者者標標識識  
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るドライバーが貼

るマークです。 
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下記の日程で司法書士による相談会を開催いたします。お気軽にご利用ください。なお、

予約制となりますので、事前にお申し込みください。相談内容の秘密は厳守いたします。 
 

記 

１．相談日：令和 2年 12月 9日（水）午前 10時から 12時まで（2時間） 

２．場 所：昭和村保健・医療・福祉総合センター「すみれ荘」内 「相談室」 

３．相談料：無 料 

４．相談員：司法書士 星 健一 先生（南会津町） 

５．申込〆切日：令和 2年 12月 1日（火）まで 

＜お願い＞ 

 新型コロナウィルス感染症対策

として、相談される際は、マスク着

用にご協力ください。なお、相談

日当日に発熱など体調不良があ

る場合は、ご辞退いただくことに

なりますのでご了承願います。 

６．申込方法 

①下段の「相談申込書」を切り取る。 

②「相談申込書」に必要事項を記入する。 

③「相談申込書」を封筒に入れて封をし、封筒の表面に「心配ごと相談」、裏面に「住所と

氏名」「相談希望時間」、「送迎希望の有無」を忘れずに記入する。 

④申込〆切期日までに、社会福祉協議会（すみれ荘内）へ「相談申込書」を提出、また

は郵送（※1）する。  ［※1：〒968-0104 昭和村大字小中津川字石仏 1836番地］ 

※後日調整のうえ、相談時間をご連絡いたします。 

※「相談申込書」は、開封しないで送付しますので、内容は担当司法書士先生以外に

は秘密になります。 

令和 2年 11月 18日 

村 民 各 位 

社会福祉法人昭和村社会福祉協議会長 

（事務担当：昭和村社会福祉協議会 五十嵐 伸 ℡0241-57-2655） 

 

ｷ ﾘ ﾄ ﾘ ｾ ﾝ 

相談申込書（12/9） 相相談談者者氏名：         （ 歳）職業（   ） 

住所：昭和村大字                （℡0241－  －     ） 

相
談
の
内
容 

 

 

 

 

 

 

 

送迎を希望される方はご連絡ください。 
  


