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広報しょうわ　お知らせ版　No.004 (1)

診療所からのお知らせ

　９月下旬の診療日をご案内いたします。
　月に１度は受診時に保険証の提示をお願いい
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。）

月日 内科　　　歯科 バス
9月19日（木） ○ ○ 松山～野尻

20日（金） ○ ○ 大芦

　  24日（火） ○ ○ 上昭和

　  25日（水）検査日 ○

　  26日（木） ○ ○ 松山～野尻

　  27日（金） ○ 休診 大芦

　  30日（月） ○ ○ 下中津川

10月1日（火） ○ ○ 上昭和

2日（水）検査日 ○

3日（木） ○ ○ 松山～野尻

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。

○  内科　受付時間
　午前　１１：１５　まで
　午後　１６：００　まで
○  内科　診療時間
　午前　　９：００～１１：３０
　午後　１４：００～１６：００
○  歯科　診療時間
　午前　　９：００～１１：３０
　午後　１３：３０～１６：００

　問 診療所 ☎  57-2255

生涯学習講座「絵手紙教室」開催

　日常のふとした瞬間、季節の挨拶、日頃の感
謝の思いなど、自由に伝えてみませんか。絵が
苦手な方も初心者の方も全く問題ありません。
是非、この機会に絵手紙の魅力をお楽しみくだ
さい。
●開催日時：①令和元年 10月 10日（木）
　　　　　　  ②令和元年 10月 17日（木）
　　　　　　  ③令和元年 10月 24日（木）
　　　　　　  各回　午後 7時～午後 8時
●場 所：昭和村公民館　１階調理室

●講 師：長谷川裕美さん

●持 ち 物：絵具道具（水彩）・筆ペン
　　　　　　  描きたい題材など
●参 加 費：100円（画用紙代として）
●申込方法：7ページの申込用紙にご記入の上、

10月 1日（火）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

県内観光施設の割引パスポート付きでお得！

2020年福島県民手帳・県勢要覧販売
　今年も、福島県民手帳・県勢要覧を販売します。
購入を希望される方は、7 ページの申込用紙にご
記入の上、総務企画係へお申し込みください。

●県民手帳　２種類　各１部 600円 (税込 )
　違いは、月間ダイアリー
　ページのみです。
　・横罫版（紺）
　・カレンダー版（銀）

●県勢要覧　１部 1,500円（税込）
　県勢全般がわかるコンパクトな総合統計書です。

●申込締切　12月 10日 (火 )
　問 総務企画係 ☎ 57-2111

周知



国民健康保険被保険者証 (74歳まで )をお持ちの方へ

保険証の一斉更新を行います！
　現在お使いの被保険者証の有効期限は今年の９月３０日です。つきましては、下記の日程より各地
区で被保険者証の一斉更新を実施しますので、お知らせします。

月　　日 時　　間　　　 対象地区 更新場所

9月 30日（月）

10:00～ 10:15 松 山 松山公民館向バス停留所

10:30～ 10:50 野 尻 高齢者コミュニティセンター

11:00～ 11:20 中 向 中向公民館

13:00～ 13:20 小 中 津 川 小中津川公民館

13:30～ 13:50 佐 倉 佐倉公民館

14:00～ 14:20 喰 丸 喰丸区長事務所

14:30～ 14:50 両 原 郷土芸能伝承館

15:10～ 15:30 小 野 川 小野川生活改善センター

15:40～ 15:55 奈 良 布 奈良布自治会館

16:00～ 16:15 大 岐 大岐管理センター

10月 1日（火）
10:00～ 10:15 山 神 平 山神平消防屯所前

10:30～ 11:20 大 芦 大芦へき地保健福祉館

13:30～ 15:00 下 中 津 川 下中津川区長事務所

　※上記時間は、交付状況により遅れる場合がありますのでご了承ください。
　○現在交付してある証を回収しますので、交付時に持参してください。
　○ご家族・ご近所の方が代理でも交付が可能です。
　　問 住民係 ☎  57-2115

広報しょうわ　お知らせ版　No.004 (2)

－小学校の鼓笛隊が練り歩きます－

交通安全鼓笛パレードの実施
　秋の全国交通安全運動に合わせて、交通安全
の啓発を目的に交通安全鼓笛パレードを実施い
たします。
　当日、道路通行にご不便をおかけしますがご
協力くださいますようお願いいたします。
　ぜひ、沿道でパレードへの声援をお願いいた
します。

　●日　時：9月 27日（金）　10時 30分～
　●コース：昭和村役場発　　昭和小学校まで

※福島県警より白バイもパレードに参加予定です。

　問 総務企画係 ☎ 57-2111

周知
－今年は昭和村が会場です－

第 36回両沼地方交通安全町村民大会開催
　両沼地方町村民の交通安全意識の高揚を図り、
悲惨な交通事故の一掃を目的に、第３６回両沼
地方交通安全町村民大会が開催されます。
　大会では、各町村の代表生徒による交通安全
の提言発表を行うほか、各町村の小中学校生が
書いた習字作品の展示を行います。

　●日　時　10月 5日（土）9時 30分～
　●会　場　昭和村公民館

　問 総務企画係 ☎ 57-2111

周知

周知
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第 57回　昭和村民文化祭　芸能発表出演募集・展示作品募集・出店者募集
　11月 3日開催の村民文化祭に関して、以下のとおり募集します。募集内容ごとに締切日が異なり
ますので、ご注意ください。最終ページの申込用紙により昭和村公民館までお申し込みください

◆ 芸能発表会　出演者募集 … 申込締切：10月 4日（金）
　村民文化祭の一般の方の出演を募集いたします。
　文化祭実行委員会の団体以外の方で、出演を希望される方は、申込用紙に必要事項をご記入の上、
お申し込みください。
　なお、10月 8日 (火 )午後７時から昭和村公民館において、プログラム編成会議を予定していま
すので、ご出席ください。

　【募集内容】
　出演時間：1団体 20分以内

◆ 文化祭 作品募集 … 申込締切：10月 21日 (月 )
　村民文化祭に作品を展示してみませんか。
　文化祭実行委員会団体以外の方で展示を希望される方は、申込用紙に必要事項をご記入の上、お申
し込みください。

　【募集内容】
　出 品 数：お一人 3点以内
　作品搬入・飾り付け：10月 28日 (月 )午前 8時 30分から 10月 29日 (火 )午後 8時まで
　作 品 搬 出：11月 3日 (日 )午後 6時から
　展示パネル移動：11月 5日 (火 )午前 10時から

◆ 出店者募集 … 申込締切：10月 11日 (金 )
　村民文化祭において飲食物を提供する出店者を募集いたします。

　【募集内容】
　出店場所：昭和村公民館　駐車場
　出 店 料：無料
　貸出備品：テント、机、椅子
　そ の 他：必要な調理器具等は各自でご準備ください。

　問 昭和村公民館 ☎ 57-2114

募集
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お達者くらぶ開催のお知らせ
　下記の日程で開催いたしますのでお誘いあわ
せの上最寄りの会場（お好きな会場）で、お気
軽にご参加ください。
※今回は、健診結果説明会と同時開催となりま
す。

開催日 時　間 場　　所

9月 24日
(火 )

午前 9:30～大芦へき地保健福祉館
午後 1:30～両原郷土芸能伝承館

9月 25日
(水 )

午前 9:30～ 田舎暮らし体験住宅（喰丸）

午後 1:30～小野川生活改善センター

9月 26日
(木 )

午前 9:30～大岐管理センター
午後 1:30～中向公民館

9月 27日
(金 )

午前 9:30～佐倉区長事務所
午後 1:30～奈良布自治会館

9月 30日
(月 )

午前 9:30～大芦 五十嵐勝さん宅
午後 1:30～松山公民館

10月 1日
(火 )

午前 9:30～昭和村公民館
午後 1:30～小中津川区長事務所

10月 2日
(水 ) 午後 1:30～野尻コミュニティセンター

　【内容及び持ち物】

　● 健康相談：健診結果・健康手帳
　● 手工芸：参加費（100円）・老眼鏡

村のカフェ「メケ・メケ」も同時開催します。
お茶を飲みながら楽しい時間を過ごしま
しょう。送迎を希望される方は、保健福祉
課までお電話ください。

　問 保健福祉課 ☎ 57-2645

出荷・販売前のモニタリングは必須です！

むきたけ、まいたけの出荷制限解除
　かねてより出荷制限解除にむけて皆様にご協
力を頂きモニタリング検査を行っておりました、
「野生きのこ」に関して以下の品目の出荷制限が
解除となりました。
　なお、出荷・販売にあたっては、流通時の安
心・安全を確保するため、継続的なモニタリン
グ検査が必要となります。検査を希望される方
は、役場産業係までお問い合わせください。

　●出荷制限が解除された「野生きのこ」
　　・むきたけ
　　・まいたけ
その他の品目は、引続き出荷が制限されていま
すので、絶対に出荷・販売は行わないでください。

　問 産業係 ☎ 57-2117

周知 周知

ご家族、親戚の方で興味のいる方がいればお知らせください！

次年度採用 村職員 (看護師 )募集
　令和 2年度採用予定の看護師を募集します。
　● 職種：看護師　●採用予定人数：1名
　● 受験資格
　　・看護師の資格を有する者、又は令和 2年
　　　3月末までに取得見込みの者。（学歴不問）
　● 試験の方法
　　〈第 1次試験〉
　　・ 教養試験（短大卒程度）
　　・ 看護師適性試験
　　・ 職場適応性検査
　　〈第 2次試験〉
　　・個別面接および作文試験
　● 試験期日および場所
　　日時：令和元年 11月 10日 (日 )
　　　　　午前 9時～午後 2時 30分
　　場所：昭和村役場
　●受付期間
       令和元年 9月 18日 (水 )から
　　　 同年 10月 31日 (木 )まで
　※郵送の場合は 10月 29日の消印有効
　●申込方法
　　役場総務企画係で申込用紙を交付します。

　詳しくはお問い合わせください。

　問 総務企画係 ☎ 57-2111

募集
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インフルエンザ予防接種のご案内
　今年度のインフルエンザ予防接種を下記の通り行いますので接種を希望される方は、7ページの申
込用紙に記入の上、10月 4日（金）までに保健福祉課（すみれ荘）または、各区長様にお届けください。

◆ 村内での接種をご希望の方へ◆
　成人及び高齢者
　①　接種日当日 65歳以上の方
　②　60歳以上 65歳未満の方のうち、内部
　　　疾患で 1級程度の障害を有している方
　③　上記以外の年齢の方

　〈料金〉
　①、②に該当する方：1,000円
　③に該当する方：全額自己負担
　※生活保護受給者の方は無料です

月　日 対象地区 時　　間

11月 6日
(水 )

松山・野尻
中向・下中津川

 受付時間
 9時～10時30分
 接種時間
 9時 30分～11月 13日

(水 )

小中津川・佐倉
喰丸・両原・大芦
小野川

　〈接種場所〉
　すみれ荘

　〈注意事項〉
　①　指定された日にちで都合の悪い場合は、

変更することも可能です。その場合、申
込書の備考欄に上記いずれかの日付を記
入してください。

　②　集団接種日での接種がどうしても困難な
方は、申込書の備考欄に「診療所」と記
入してください。
※ただし、集団接種日以外で診療所での
接種を希望した方の接種日は、後日、診
療所より連絡いたします。

　③　予防接種を申し込みされた方には後日詳
細をお送りします。また、送迎バスを運
行しますのでご利用ください。

　小児　（1歳から中学 3年生まで）
　〈料金〉
　診療所接種に限り　1,000円

月　日 時　　間

1回目：11月 6日 (水 )
【申込者全員】

 受付時間
 16時～ 16時 20分
 接種時間
 16時 30分～

2回目：12月 4日 (水 )
【1歳～ 12歳】

※ 3歳以上は希望者のみ

　※こどもインフルエンザ予防接種につきまし
ては後日別に診療所よりご案内いたします。

◆ 村外医療機関での接種をご希望の方へ◆
　下記条件を満たす方で、村内でインフルエン
ザ予防接種を受けられない方は、村が指定する
医療機関等で予防接種を受けることができます。
　希望される方は、保健福祉課窓口で申込みを
してください。

　〈対象者〉　
　　下記のいずれかの条件を満たし、なおかつ
　村内で接種を受けられない方
　　①　接種日当日 65歳以上の方
　　②　60歳以上 65歳未満の方のうち、内部
　　　　疾患 1級程度の障害を有している方
　〈実施期間〉
　令和元年 11月 1日～令和 2年 1月 31日
　※ただし、医療機関が休みの場合は、接種
　　できません。
　〈料金〉　 2,000円
　　　　　 ※生活保護受給者の方は無料です。
　〈その他〉
　①　申込みをされた方には、その場で必要書

類をお渡しします。
　②　接種を希望する医療機関が村指定かどう

かは、保健福祉課までお問い合わせくだ
さい。なお、福島県内の医療機関はほと
んどが村指定となっています。

　問 保健福祉課 ☎ 57-2645

周知
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適正処理困難物及び農業系産業廃棄物

10月有料収集について
　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。
　なお、適正処理困難物と農業系産業廃棄物の
収集日が異なりますのでご注意ください。

● 予定日時
　適正処理困難物　　10月 7日（月）
　※家電、タイヤ、バッテリー、バイク等
　農業系産業廃棄物　10月 15日（火）
　※塩ビ、肥料袋、プラの波板、苗箱、農ビ等

※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 7ページの申込用紙
にご記入の上、9月 30日 (月 )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 人権･行政･心配ごと合同相談所開設
　10月 7日（月）～ 13日（日）の一週間は「行
政相談週間」です。
　行政相談は、役所（国、県及び市町村）や特
殊法人等の仕事に関して相談に応じ、その解決
をお手伝いするものです。
　当村ではこの週間にちなみ、行政相談委員・
人権擁護委員・農業委員・民生委員が合同で、
次のとおり相談所を開設します。

　●日　時　10月 9日（水）
　　　　　　午前 10時～正午
　●場　所　昭和村公民館　和室
●内　容　いじめ・体罰・家庭内の問題・近

隣のもめごと・行政に対する苦情や
要望・心配ごとなど、お気軽にご相
談ください。

　問 住民係 ☎ 57-2115

周知
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　お申し込み一覧

生涯学習講座「絵手紙教室」　 ▼　昭和村公民館（〆切:10月1日㈫）

氏名 電話番号

インフルエンザ予防接種申込書(村内接種)　 ▼　保健福祉課（〆切:10月4日㈮）

氏名 住所 電話番号 生年月日 年齢 バス利用 備考

大・昭・平
　　．　　． 有・無

大・昭・平
　　．　　． 有・無

大・昭・平
　　．　　． 有・無

適性処理困難物・農業系産業廃棄物収集申込書 ▼  保健福祉課（〆切:9月30日㈪）

氏名 住所 電話番号

収集物
（家電はメーカー・サイズ記載）

収集物移動の可否

可・否

県民手帳・県勢要覧申込　 ▼　役場 総務企画係（〆切:12月1日㈫）

氏名 電話番号
県民手帳

県勢要覧
横罫版（紺）カレンダー版（銀）
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村民文化祭芸能発表会　 ▼　昭和村公民館（〆切:10月4日㈮）
氏名（団体は、団体名及び代表者）

電話番号

演目 時間 (分 ) 出演者名

村民文化祭出品票　 ▼　昭和村公民館（〆切:10月21日㈪）
氏名（団体は、団体名及び代表者）

電話番号

作者氏名（雅号） 作品名

村民文化祭出店者　 ▼　昭和村公民館（〆切:10月11日㈮）
氏名（団体は、団体名及び代表者）

電話番号

販売品目 提供方法（テント内での調理の有無）

　お申し込み一覧（村民文化祭関連）


