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▲  

今回のお知らせ版掲載一覧　

　1ページ　　・診療所を受診する際の注意

　1ページ　　・事業・イベント等の中止等について
　2ページ　　・関節さびぬき教室のお知らせ
　　　　　      ・診療所からのお知らせ
　3ページ　　・昭和村特産品通信販売事業第3弾は3月末までです。
　　　　　      ・福島県地域創生総合支援事業（サポート事業）
　4ページ　   ・復興庁開発、ブラウザゲーム「ふくしま旅スゴ」に昭和村も登場。

周知

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

お願い

お願い
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う
事業・イベント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、次の事業・イベント等は中止等となりま
すので、お知らせします。

日程 イベント・事業名 区分

2月上旬 農政座談会 延期

2月20日
～ 21日 草加市民冬の体験ツアー 中止

2月21日 イチョウの木のした
手仕事マルシェ 中止

2月27日 文化協会・千歳学級合同
「組踊　特別鑑賞会」 中止

2月下旬 からむし織の里雪まつり 中止
3月上旬 老人作品展示会 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

風邪症状がある方へ
診療所を受診する際の注意

　福島県内を始め、南会津町でもクラスター (患
者集団 )が発生するなど、新型コロナウイルス感
染症の感染が拡大しています。
　村内での感染を防ぐため、同居の家族を含め
て、以下の症状がある場合には必ず連絡してか
ら受診されますよう、再度確認をお願いいたし
ます。
　● のどの痛みがある
　● 鼻水がでる
　● 咳がでる
　● 熱っぽい (頭痛など )
　● 37.5℃以上の熱がある
　● 身体がだるい

※上記以外でも、風邪のような症状が感じら
れる場合には、受診する前に診療所へご連絡
ください。

昭和村国保診療所　57-2255

　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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周知
野尻・大芦地区の皆さんへ
関節さびぬき教室のお知らせ

　悪天候により開催を延期いたしました、関節
さびぬき教室を以下の日程で開催いたします。
お気軽におこしください。

　●持ち物：参加費 100円、飲み物
　　　　　　動きやすい服装

※当日は、感染症予防のためマスクの着用を
お願いします。

開催日 時間 場所

2月5日(金) 午前10:30～ 野尻コミュニティーセンター

2月8日(月) 午後1:30～ 大芦へき地保健福祉館

※新型コロナウイルス感染症の流行状況に
よっては、開催を中止する場合がございま
す。あらかじめご了承ください。

※当日は、感染症予防対策へのご協力をお願
いいたします。

　問 保健福祉課 ☎ 57-2645

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、
(家族も含む )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
2月8日(月) ○ ○ 下中津川

9日(火) 〇 〇 上昭和
　10日(水) 検査日 〇
　  11日(木) 祝日 祝日
　  12日(金) ◯ ○ 大芦

15日(月) ◯ ○ 下中津川
16日(火) 〇 〇 上昭和
17日(水) 検査日 〇
18日(木) ○ ◯ 下昭和

　  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

▼  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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通信販売事業ラスト第 3弾
昭和村特産品通信販売事業
第 3弾は 3月末までです。

　直村の生産者・製造者などの売上げ向上及び
村の知名度向上を図ることを目的として、令和 2
年 10月から村外の方向けの昭和村特産品通信販
売事業が始まりました。
　利用された方からは、「今年は、新そばを食べ
に行けなかったので、通信販売で生蕎麦を送っ
ていただき、自宅でおいしいお蕎麦を食べるこ
とができ幸せでした」と、うれしい声もいただ
きました。リピーターもいるなど、多くの方か
ら好評を得ています。
　道の駅からむし織の里しょうわで通信販売の
受付、発送を行っています。昭和村の特産品を
特別価格で販売しています。2月～ 3月の第 3
弾で通信販売事業は終了となります。2月 14日
はバレンタインデーということで、バレンタイ
ンデーフェアも企画されています。
　新型コロナウィルス感染症の影響で昭和村に
来ることができない方達に、ご自宅で昭和村を
感じていただける事業となっておりますので、
ぜひ、村民の皆様から、お知らせいただければ
と思います。電話や FAXで受付をしていますの
で、商品の詳細など、道の駅へお問合せ下さい。
【お問合せ先】
道の駅からむし織の里しょうわ　58-1655
【商品一覧】
http://www.vill.showa.fukushima.jp/

　問 観光交流係 ☎  57-2124

地域づくりに意欲的な住民や団体の方へ
福島県地域創生総合支援事業
（サポート事業）

　地域創生総合支援事業（サポート事業）とは、
地域を元気にするために住民の皆さんが主役と
なって行う地域の特性を活かした個性と魅力あ
る地域づくり事業の立ち上げを支援する補助制
度です。福島県では、2月 7日までを「新型コ
ロナウイルス緊急対策期間」とされていますの
で、例年会津若松市で行われるサポート事業成
果発表会についてのご案内の代わりに、事業に
ついて、お知らせいたします。
　一般枠、地域創生・市町村枠、健康枠、過疎・
中山間地域集落等活性化枠、地域活力創造・チャ
レンジ枠、地域資源事業化枠の 6つの枠があり、
実施される活動の内容や、活動する団体等で活
用できる　「枠」や「補助率」などが異なります。
    詳しくは県地域振興課ホームページをご覧く
ださい。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025b/tiikishinkou-04.html

例）地域活力創造・チャレンジ枠
【対象となる事業】
　民間団体や民間企業（集落等と協定を結び、
かつ、市町村の推薦を受け、事業実施地域内に
事業所を開設している民間事業者）が行う、地
域に根差した、生業の創出や所得形成に資する
取組が対象となります。
補助率：１０分の９以内
対象事業費の下限：２０万円
補助限度額：３００万円（ただし、３か年を限度
に継続を認める場合は補助の累積額を３００万
円とします。）

【事業全体の対象】
・商工会、商工会議所、観光協会
・行政区長、集落支援員、地域おこし協力隊
・地域づくり活動に興味がある方
と、幅広い団体などが対象となり、さまざまな
地域づくり事業に活用されています。
　令和 3年度について、要望を予定される方は、
県地域振興課のホームページを参照してくださ
い。

　問 観光交流係 ☎  57-2124

周知 周知
▼  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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あの大人気ゲームアイテムが貰える
復興庁開発、ブラウザゲーム
「ふくしま旅スゴ」に昭和村も登場。

復興庁では、ゲームを楽しみながら、福島の
復興の現状や放射線に関する正しい知識を知っ
ていただくための「ふくしま旅スゴ」というゲー
ムを開発しました。本ゲームはすごろくをベー
スとし、福島県内 59市町村を 1つのマスとして
います。
　ウェブ上で福島県の全市町村を、さいころを
振って巡り、各市町村の特色や特産品などに関
するクイズと放射線理解のクイズに答えなが
ら、いわゆる「映（ば）える」写真などを集
めてゴールを目指すゲームです。ゲーム内で、
NintendoSwitchソフト「あつまれ どうぶつの
森」で使用できる「あつ森マイデザイン」、赤べ
こなどのコスチュームなどのアイテムが配布さ
れるゲームになっています。
　ゲームの中には、昭和村も登場し、クイズに
答えると写真を集めることができます。楽しみ
ながらいろんなことを学べるゲームとなってい
ますので、ぜひスマートフォン、タブレットで
ゲームに参加してみてください。
■ふくしま旅スゴ
https://www.fukko-pr.reconstruction.go.jp/2018/fukushimanoima/game/tabisugo/

■タブレット先生の「福島の今」
https://www.fukko-pr.reconstruction.go.jp/2018/fukushimanoima/index.html

　問 観光交流係 ☎   57-2124

周知
村内買物等外出支援バス試行的運行事業               令和３年２月３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３年）

小中津川地区より下地区（松山発）※1 2月 17日（水）

小中津川地区より下地区（松山発） 2月 1９日（金）

佐倉地区より上地区（小野川発）※2 2月 2４日（水）

佐倉地区より上地区（小野川発） 2月 2６日（金）
◎当日はご自宅までお迎えに行きます。

４．利用の申込み
利用を希望される方は、2 月 1２日（金）午後 3 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。
◎お迎え時間は後日ご連絡いたします。

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 12 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、NPO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 57-2655
※1：「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。／※2：「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。

利用料は

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。
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