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▲  

今回のお知らせ版掲載一覧　

　1ページ　   ・事業イベント等の中止等について
・クマ出没の注意について

　2ページ　   ・「よいやれ屋※」５月のご案内
・診療所からのお知らせ

　1ページ　   ・生涯学習講座「英会話教室（前期）」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。

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

5月下旬 御前ヶ岳登山 中止

5月下旬 第 54回昭和村総合運動会 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

周知

クマ出没の注意について

　クマが活発に行動する時期ですので、山菜採
りや農作業等の際には、下記の点に注意して作
業してください。
〇クマ鈴やラジオなど音のするものを身につけ
て、人間の存在を知らせる。

〇子グマを見つけたら親グマが近くにいると考
え、静かに立ち去る。

〇もし近くで遭遇してしまったら、クマから目
を離さないようにして、できるだけゆっくり
後ずさりしながらクマから離れる。

〇人家周りにクマの餌となるような生ゴミなど
を放置しない。

　問 産業係 ☎  57-2117

周知

Let's Enjoy English ！
生涯学習講座「英会話教室（前期）」開催

　アンニック先生と国際交流しながら、気軽に
簡単な英会話を学んでみませんか。
●開催日時　①令和 3年   6月 10日（木）
　　　　　　②令和 3年   7月   8日（木）
　　　　　　③令和 3年   8月 26日（木）
　　　　　　④令和 3年   9月   9日（木）
　　　　　　⑤令和 3年 10月 14日（木）
　　　　　　各回　18:30～ 19:30
●場所　昭和村公民館　2階研修室
●講師　アンニック先生
　　　　（昭和村小中学校英語指導助手）
●内容　小学校英語科の教科書を使って英会　　　
　　　　話の基礎を学びます。
●定員　10名程度（先着順。対象は村民の方　
　　　　のみとさせていただきます。）
●参加費　無料
●持ち物　マスク・筆記用具
●申込方法　お知らせ版最終頁の申込用紙に

ご記入の上、5月 20日（木）
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
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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。
　5月 6日（木）から当面の間、新型コロナウィ
ルスワクチン接種のため、内科の診療開始時間
が午前 9時から午前10時（ワクチン接種終了後）
に変更となります。※診療バスは通常通り運行
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
5月6日(木) ○ ○ 松山～野尻

7日(金) ○ ○ 大芦
10日(月) ○ ○ 下中津川
11日(火) ○ ○ 小中津川～両原、小野川
12日(水) 検査日 休
13日(木) 午前休 〇 松山～野尻
14日(金) 〇 〇 大芦
17日(月) ○ ○ 下中津川
18日(火) ○ ○ 小中津川～両原、小野川
19日(水) 検査日 ○
20日(木) ○ ○ 松山～野尻
21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10:00～11:30 (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

周知周知
喰丸小チャレンジショップ始まります！
「よいやれ屋※」５月のご案内

　交流・観光拠点施設「喰丸小」で、村民、村
内在住者によるチャレンジショップが始まりま
す。ぜひ村民の皆さんも喰丸小に足を運んでい
ただき、手仕事や作品作りなどを楽しんでいた
だければと思います。 
　新型コロナウィルス感染症感染拡大防止のた
め、手指消毒、体温測定、マスク着用等ご協力
をお願いします。
※「よいやれ屋」は、昭和村の言葉で「よいやれや」
（お寄りください。家の中に入ってください）と
いう言葉から名付けました。

●目　的　本村の特産品である、からむし織、
かすみ草など村の資源などを活用し
た新商品製作・開発や起業準備等の
ため、喰丸小を貸し出し、活用する
こと

●期　間　令和 3年 4月から 1年間
●内　容　手仕事をしながら、自分の作品など
　　　　　を販売する
開催日 出店者 内容

5月7日(金)栗城松江さん 小物作り、押花

5月8日(土) monderico 作品販売

5月9日(日)笑和の会 小物作り、押花

5月15日(土)菅家洋子さん 書店

5月22日(土)菅家タカ子さんかすみそ～ら
小物作り、押花
かすみそう商品他

5月23日(日)かすみそ～ら かすみそう商品他

5月29日(土)
やまなみ会
菅家洋子さん
かすみそ～ら

食品他
書店
かすみそう商品他

5月30日(日)笑和の会かすみそ～ら
小物作り、押花
かすみそう商品他

※出店日、出店内容は変更となることがあります。

　問 観光交流係 ☎  57-2124



　お申し込み一覧

生涯学習講座「英会話教室（前期）」　 ▼　昭和村公民館（〆切:5月20日㈭）

氏名 電話番号



 

 
 

昭和村社会福祉協議会では、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。また、申込締め切り日（6/1）までに相談のお申し

込みがない場合は、「中止」とさせていただきますのでご了承願います。 
 

記 

１．相相談談日日：：令令和和 33年年 66月月 99日日（（水水））午午後後 11時時 3300分分かからら午午後後 33時時 3300分分ままでで（（22時時間間）） 

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．申申込込締締めめ切切りり日日：：令令和和 33年年 66月月 11日日（（火火））ままでで 

＜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 昭和村社会福祉協議会 行］  

※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 3年 5月 6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 ℡0241-57-2655） 
 

ｷ ﾘ ﾄ ﾘ ｾ ﾝ 

相談申込書（6/9） 相相談談者者氏名：       （  歳）職業（   ） 

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

相
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送迎を希望される方はご連絡ください。 


