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交通事故にご注意ください
会津坂下署管内で交通事故が多発

秋の行楽シーズンを迎え、会津坂下警察署管内
では交通事故が多発しています。
　特にバイク事故が多発しており、住民や対向
車が巻き込まれる危険性も高いので、運転・通
行する際には、十分注意してください。

※現在事故多発につき、警察署による国道 252
号、400号、401号での特別警戒を実施中です。
　問 総務課 総務企画係 ☎ 57-2111

周知

機械の操作には、細心の注意を
農作業事故に注意

福島県内で、農作業事故が多発しております。
収穫期を迎え、作業に追われる日々が続きます
が、以下に注意して安全な農作業の実践を心が
けましょう。

ー安全な農作業のための注意点ー
❶ 余裕を持った作業計画
これからの季節は日没時間が早くなります。
急がず、無理をせず作業が出来るよう、余裕
のある計画を立てましょう。

❷ 高齢者の事故防止対策
今年、福島県内では 7件の農作業死亡事故が発
生していますが、被害者の多くが 60歳以上の方
です。また、6件は被害者が単独で作業を行っ
ていたときに事故が発生しています。できるだ
け二人以上で作業を行うようにするか、一人
で作業を行う場合は、家族や周囲に行き先や
場所等を伝えるようにしましょう。

❸ 安全な機械操作
普段から取扱説明書で使用方法や安全装置等に
ついて確認するとともに、あらかじめ危険箇所
を把握するようにしましょう。
　また、機械の点検時は必ずエンジンを止め、
巻き込まれ等に十分注意して下さい。

　問 産業建設課 産業係 ☎ 57-2117

周知

▼ 次ページ以降にも、お知らせ（募集）がござ
いますので、　ご確認ください。

生涯学習講座
「蕎麦打ち教室」開催

手打ちの蕎麦で、新蕎麦を堪能しましょう。
●開催日時：令和元年 11月 22日（金）
　　　　　　　　　　　10:00～ 13:00頃
●場 所：昭和村公民館　1階調理室
●講 師：そば工房「ふなき」　舟木長一さん
●内 容：新蕎麦の蕎麦打ち体験と試食

（講師が打った蕎麦を温かいけん
ちん汁と冷たい蕎麦つゆで試食
します。自分で打った蕎麦はお
持ち帰りします。）

●参 加 費：1,000円（材料費として）
●持 ち 物：エプロン・三角巾
●申込方法：お知らせ版最終頁の申込用紙に

ご記入の上、11月 13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

募集

健康講演会のご案内

診療所　今井先生による健康講演会『生活習慣
病について』を開催します。お誘い合わせの上、
ご参加ください。
　○日時：令和元年 10月 30日 (水 )
　　　　　午後 1時 30分～
　○場所：すみれ荘
　○講師：昭和村診療所長
　　　　　　今井一男　先生
　○内容：「生活習慣病について」
※送迎バスを希望される方は 10月 28日（月）
までに保健福祉課（５７－２６４５）にご連絡
ください。
　問 保健福祉課 ☎ 57-2645

周知
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令和元年の農産物品評会　「みのりのフェスティバル」

農産物品評会「みのりのフェスティバル」を今年も文化祭と合わせて開催いたします。
多数ご出品下さいますようご案内申し上げます。　

●開催日時：令和元年 11月 3日（日）　9:30～ 11:30
 表彰式 10:30～（表彰式終了次第販売開始）

●場　　所：昭和村公民館　テラス
●品評会出品規格（審査対象品目）

品目 数量 品目 数量 出品規格

大根（20cm程度の葉つき） 3本 ごぼう 3本
指定数量にて結束する白菜（汚れ葉のみ取り除く） 2株 長ねぎ 5本

人参（葉を取り除く） 3本 さつまいも 3本
じゃがいも 5ケ アワ・ヒエ・キビ 2合

指定数量にて袋入する
大豆・小豆・ささげ 2合 じゅうねん（エゴマ） 2合
玄米・そば 2合 ニンニク 3ケ
栽培シイタケ 200g 栽培ナメコ 200g
里いも 1株 カボチャ・キャベツ 2ケ 指定数量にて箱入する
長いも　（新聞紙に包む） 1本

※「栽培きのこ」については、県のモニタリング検査を受け出荷販売を行える物のみとさせて
　いただきます。
※じゃがいもなどの品種名が分かるようにご協力をお願いします。
※上記以外の農産物も大歓迎です。
※出品物は返品できませんので、あらかじめご了承ください。

●出品方法
　出品される方は、出品物を 11月 2日（土）正午までに、
　以下の集荷協力員宅までお届けください。
松　　山｜佐々木　元夫　　野　　尻｜渡部　一孝
中　　向｜小林　安郎
下中津川｜菅家　勝・本名　亀雄・栗城　義徳・本名　敬
小中津川｜栗城　新祐　　　佐　　倉｜酒井　晶雄
喰　　丸｜山内　冨士雄　　両　　原｜五十嵐　富夫
大　　芦｜五十嵐　吉彦・五十嵐　賢一
小  野  川｜渡邊　正志

主催：みのりのフェスティバル実行委員会（農業委員会・認定農業者連絡協議会・JA・村産業建設課）
後援：昭和村・金山地区農業改良普及協力会
問 みのりのフェスティバル実行委員会（事務局：昭和村役場産業建設課） ☎ 57-2117

募集

昭和村長賞
日立

オーブン・トースタ

昭和村
農業委員会長賞

DXまくぞーくん

豪華
賞品
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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。

　ＲＳウイルスやインフルエンザなどの感染症
が流行しやすい季節となってきました。マスク
の着用や手洗いの励行で感染を防ぎましょう。

○ 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。
○ 土日祝日は休診です。

月日 内科　　　歯科 バス
10月17日（木） ○ ○ 松山～野尻

 18日 (金 ) ○ ○ 大芦
21日 (月 ) ○ ○ 下中津川

　  23日 (水 ) 検査日 ○
　  24日 (木 ) ○ ○ 松山～野尻
　  25日 (金 ) ○ ○ 大芦

28日 (月 ) ○ ○ 下中津川
29日 (火 ) ○ ○ 上昭和
30日 (水 ) 検査日 ○
31日 (木 ) ○ ○ 松山～野尻

11月1日 (金 ) ○ ○ 大芦
5日 (火 ) ○ ○ 上昭和
6日 (水 ) 検査日 ○
7日 (木 ) ○ ○ 松山～野尻
8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　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

周知 秋の全国火災予防運動実施

11月 9日 (土 )～ 15日 (金 )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。

　幼年・少年消防クラブ防火パレード
　　日時：11月 6日 (水 )　10:00～
　　場所：役場前からすみれ荘まで
　　内容：保育所の幼年消防クラブと小学校 5,
　　　　　6年生の少年消防クラブ等による
　　　　　パレードを実施します。
　　※沿道でのご声援をお願いします。

　消防団防火パレード及び立入検査
　　日時：11月 9日 (土 )　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 総務課 総務企画係 ☎ 57-2111

周知

フィットネス教室
ちょいフィットしょうわ開催中

スポーツクラブ JOYFITによるフィットネス教
室“ちょいフィットしょうわ”の今年度開催も
残りわずかとなりました。ぜひご参加ください。

参加費：1回 300円（初回参加のみ無料）

日にち 場所 時間

10月 16日 (水 ) 小学校体育館 午後 7時～ 8時

10月 30日（水）小学校体育館 午後 7時～ 8時

11月 13日 (水 ) 小学校体育館 午後 7時～ 8時

　問 保健福祉課 ☎ 57-2645

周知

▼ 次ページ以降にも、お知らせ（募集）がござ
いますので、　ご確認ください。
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千歳学級出前講座同時開催
元気で長生き教室のご案内

元気で長生きできる献立メニューを調理して、
地区の仲間と楽しく食事したり、(試食からの参
加も可能です )午後は認知症予防に千歳学級の出
前講座による手先を使った手工芸を実施します。

　○持ち物：エプロン、三角巾、お米（0.5合）、
　　　　　　老眼鏡、健康手帳
　○参加費：100円（手工芸の材料費）
　○申込み：お知らせ版最終ページにある申込

書にご記入の上 10月 31日（木）
までに各地区老人クラブの役員様
にお申し込みください。
（※大芦地区のみ、申し込み先は区
長様になります。）

日にち 場所 時間

11月 14日（木）佐倉区長事務所 9:30～

11月 19日 (火 )大芦へき地福祉館 9:30～

11月 21日（木）小野川生改ｾﾝﾀｰ 9:30～

11月 25日 (月 )中向公民館 9:30～

11月 27日（水）田舎暮らし体験住宅 9:30～

11月 29日 (金 )すみれ荘 9:30～

　問 保健福祉課 ☎ 57-2645

あなたも美しくきれいに大変身！！
『シニアビューティ奇跡の 1枚』参加者募集

プロによるメイクで美しく大変身した姿を写真
におさめてみませんか！
　65歳以上の方なら誰でも参加できます。
　是非この機会にお申込み下さい。

　日　　時　令和元年 11月 26日（火）
※撮影時間等詳細は後日申込者に
ご連絡します。

　場　　所　すみれ荘 保健指導室
　参 加 費　1,500円
　対 象 者　65歳以上の方（男性も可）
　募集定員　15名

定員になり次第募集を終了します。
なお、初めて撮影される方を優先し
ます。

　申込期限　令和元年 10月 31日（木）まで
　申込方法　お知らせ版最終ページにある申込

書にてお申込み下さい。
　申 込 先　保健福祉課
　そ の 他　①所要時間はメイクから写真撮影

終了まで概ね１人 90分程度です。
②女性用の衣装は準備できますが、
男性用の衣装はご自身で準備する
ことになります。

　※ご不明な点は、保健福祉課までお問い
　　合わせ下い。
　問 保健福祉課 ☎ 57-2645

募集 募集
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　お申し込み一覧

生涯学習講座「蕎麦打ち教室」　 ▼　昭和村公民館

氏名 電話番号

シニアビューティー奇跡の１枚　 ▼　保健福祉課

氏名 住所 電話番号

元気で長生き教室　 ▼　各地区老人クラブ役員（大芦の方は大芦区長）

氏名 地区 電話番号 参加希望 送迎希望

①調理から
②試食から

有・無

①調理から
②試食から

有・無


