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■ 令和 3年 10月 20日発行　No.054
■ 編集・発行　昭和村役場　総務課　企画創生係
〒 968-0103 福島県大沼郡昭和村大字下中津川字中島 652
 TEL 0241-42-7717　FAX 0241-57-3044（代表）

▲  

今回のお知らせ版掲載一覧　
　1ページ　・令和3年度みのりのフェスティバル「中止」について

・イベント等の中止等について
　2ページ　・第49回衆議院議員総選挙のお知らせ

・秋の全国火災予防運動実施
　3ページ　・「よいやれ屋」11月のご案内

・有害鳥獣の目撃・被害情報をお寄せください！
　4ページ　・診療所からのお知らせ

・地機学習会の募集

　3ページ　・音楽鑑賞会「しゃみせんいろいろ」の開催について

　5ページ　・「蕎麦打ち教室」開催
・「腸活講座」開催

　6ページ　・ホームタンクの点検をお願いします

周知

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

募集

イベ
ント

令和 3年度みのりのフェスティバル
「中止」について

　令和 3年度農産物品評会みのりのフェスティ
バルにつきましては、農産物の展示や即売会に
おいて新型コロナウィルス感染症の感染リスク
が伴い、感染対策において万全な体制で開催す
ることが困難であると農業委員会定例総会にて
判断したため今年度の開催は「中止」とさせて
いただきます。出品を予定されていました農家
様及び即売会を楽しみにされていた村民の皆様
に深くお詫び申し上げます。

　問 昭和村農業委員会 ☎ 57-2117

周知
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

11月3日 みのりのフェスティバル 中止

11月上旬 第 18回会津西部総合演芸大会 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

お願い
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秋の全国火災予防運動実施
　11月 9日 (火 )～ 15日 (月 )は秋の全国火災
予防運動期間です。
　火災の発生しやすい時季を迎えるにあたり、
火災予防を目的に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 10日 (水 )　10:00～
　場所：役場前から昭和小学校まで
　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。
※沿道ではマスクを着用し、間を空けて
応援をお願いします。

消防団防火パレード及び立入検査
　日時：11月 14日 (日 )　9:00～
　内容：消防車両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 総務係 ☎ 57-2111

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

10月 31日 (日 )投票日
第49回衆議院議員総選挙のお知らせ

　10月 31日 (日 )は第 49回衆議院議員総選挙
の投票日です。大切な選挙です。棄権しないで
投票しましょう。
　投票日当日、都合により投票所へ行って投票
できない方は期日前投票所で投票することがで
きます。
◎期日前投票所
〇 投 票 期 間　10月20日(水)～10月30日(土)
〇 投 票 時 間　朝 8時 30分～夜 8時まで
〇期日前投票所　昭和村生活改善センター
※新型コロナウイルス感染症対策を講じてお
りますのでお越しの際にはマスクの着用及び
手指消毒にご協力ください。
　また、密を避けるため場合によって先に来
ている方が投票を終えるまでお待ちいただく
場合があります。予めご了承ください。
◎当日投票所
〇 投 票 日　10月 31日 (日 )
〇投票時間　朝 7時～夜 6時まで
〇当日投票所
　・松山公民館
　・野尻コミュニティセンター
　・昭和村保育所
　・すみれ荘
　・大芦区長事務所
　・喰丸区長事務所
　・両原郷土芸能伝承館
　・小野川生活改善センター
　・大岐管理センター
※当日投票所も期日前投票所と同様に新型コ
ロナウイルス感染症対策を講じておりますの
でマスクの着用及び手指消毒にご協力のうえ、
投票所の混雑状況によっては少しお待ちいた
だく場合もありますので予めご了承ください。

　問 選挙管理委員会 ☎  57-2199

周知 周知
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様々な三味線を聞き比べましょう
音楽鑑賞会「しゃみせんいろいろ」の開催について

　10月 26日（火）午前 10時 40分から昭和村
公民館ホールにおいて、音楽鑑賞会「しゃみせ
んいろいろ」を開催します。
　江戸・沖縄三味線の上原潤之助さんと津軽三
味線の小山慶宗さんによる演奏で、三味線の定
番曲はもちろん、一度は耳にした事がある様々
な曲もメドレー形式で楽しめますので、ぜひご
来場ください。
（小・中学校の音楽鑑賞会も兼ねています）

・公演時間は約 50分です。（休憩なし）
・参加を希望される方はお電話等で 10月 25日
（月）までに教育委員会までお申し込みくださ
い。

・定員は 10名とさせていただきます。（定員を
超える申し込みがあった場合は抽選）
　問 昭和村教育委員会  ☎ 57-2114

イベ
ント

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

有害鳥獣の目撃・被害情報を
お寄せください！

　村では、有害鳥獣の被害低減のため、目撃情
報や被害情報を集約し、地図上に落とし込むこ
とで、その傾向や重点的に対策を行うための一
助とするために、情報の蓄積を行っています。
　情報の報告は、スマートフォンの位置情報を
利用して簡単に行えますので、　道路で獣が通り
過ぎたなどの、情報もお待ちしておりますので、
どしどし情報をお寄せください。

　スマートフォンからは、QRコードを読み込ん
で簡単に情報提供できます。

　問 総務課 企画創生係 ☎ 42-7717
 　　産業建設課 産業係 ☎ 42-2117

周知
喰丸小チャレンジショップ
「よいやれ屋」11月のご案内

　チャレンジショップ in喰丸小「よいやれ屋」
を開催しております。みなさんぜひご来館くだ
さい。来館の際には、引き続き体温測定、マス
ク着用、手指消毒、体調管理等、感染症対策に
ご協力をお願いします。（出店者の都合により変
更、中止がありますので、ご了承ください。）
開催日 出店者 内容

11/3（水） やまなみ会のんこんの
食品
絵、ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞ

11/13（土）

やまなみ会
monderico
くわみゅ
淡々草々
燈日草

食品
小物
お花
からむしWS
書店

11/14（日）

のんこんの
つどいや
くわみゅ
淡々草々
燈日草

絵、ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞ
編み組、実演
お花
からむしWS
書店

11/20（土）やまなみ会 食品

喰丸小イベント案内
　11/20（土）、21日（日）淡々草々さんによ
る奥会津体験博覧会「せど森の宴」プログラム（予
約制）が行われます。

　問 産業建設課 観光交流係 ☎  57-2124

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。

地機学習会の募集
　昭和村に古くから伝わる地機織の技と心の伝
承および後継者育成のために、からむし織「地
機学習会」を開催します。

1.講習期間
　令和 3年 11月 16日 (火 )～
　　　　　　　　　　令和 4年 3月 31日 (木 )
2.場 所
　からむし織の里　織姫交流館
3.定 員
　●糸づくりコース：6名程度
　　　　　　　　　　（初心者の方は 2名程度）
　●織 り コ ー ス：6名程度
　　　　　　　　　　（初心者の方は 2名程度）
4.受講資格
・村内に定住している方。
・受講中の作業風景を公開できる方。
・開講式及び講習日などの集合日に出席可能で
　あり、「からむし市」や地機関連の行事等に
　積極的に参加できる方。
・作成した糸や作品を「地機学習会作品展」に
　出品できる方。

5.講習内容
【糸づくりコース】
・手がらみづくりから撚りかけまで。
・自分の使いたい太さの糸を作ることができます。
【織りコース】　
・糸づくりから地機を使用した織りまでの一連
   の作業。
・製作課題があります。お問い合わせください。

6.受 講 料
無料（但し、材料のからむし・消耗品は自己
　　　負担となります。）
※からむしをお持ちでない方は、応募時に
　ご相談ください。

7.申込締切　10月 29日（金）
8.申 込 先　昭和村からむし後継者育成協議会
　　　　　　　（事務局：昭和村からむし振興室）

　問 からむし振興室 ☎ 57-2116

周知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。
　10月24日(日)は昭和村が休日救急医療当番と
なります。
　11月1日（月）から12日（金）までの期間、
インフルエンザワクチン接種が行われるため、
期間中、内科診療の開始がワクチン接種終了後
からとなります。

　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。
○ 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
10月20日(水) 検査日 ○

21日(木) ○ 休診 松山～野尻
22日(金) ○ ○ 大芦
25日(月) ○ ○ 下中津川
26日(火) ○ ○ 小中津川～両原、小野川
27日(水) 検査日 ○
28日(木) ○ ○ 松山～野尻
29日(金) ○ ○ 大芦

11月1日(月) ○ ○ 下中津川
2日(火) ○ ○ 小中津川～両原、小野川
3日(水) 祝日 　 祝日 文化の日
4日(木) ○ ○ 松山～野尻
５日(金) ○ ○ 大芦
8日(月) ○ ○ 下中津川
9日(火) ○ ○ 小中津川～両原、小野川

10日(水) 検査日 ○

○ 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
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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。

生涯学習講座
「蕎麦打ち教室」開催

　新蕎麦の美味しい季節がやって来ました！
蕎麦打ちに挑戦して、新蕎麦を堪能しませんか。

●開催日時　令和 3年 11月 26日（金）
　　　　　　10：00～ 12：00頃
●場所　昭和村公民館　1階調理室
●講師　蕎麦工房「ふなき」舟木長一さん
●内容　新蕎麦の蕎麦打ち

・蕎麦打ちの一連の工程を各自行い
自分で打った蕎麦はお持ち帰りし
ます。　　　　　　　　　

●定員　8名
（対象は村民の方のみとさせていただきます。）
●参加費　800円（蕎麦粉等材料費として）
●持ち物　エプロン・三角巾・マスク・蕎麦　　　
　　　　　持ち帰り用箱等・参加費
●申込方法　お知らせ版別紙の申込用紙にご

記入の上、11月 15日（月）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
健康づくりセミナー・生涯学習講座
「腸活講座」開催

　「腸内環境を整え体の中からキレイに！免疫力
を高めて健康な体と美肌を手に入れましょう。

●開催日時　令和 3年 11月 18日（木）
　　　　　　10：00～ 13：00
●場所　すみれ荘
●講師　会津大学短期大学部　食物栄養学科
　　　　小林未希 先生
●内容　・講義「腸活講座」

・調理実習（作った料理はその場で　
   食べずに持ち帰ります。）　　　　　　　　　

●定員　5名
（対象は村民の方のみとさせていただきます。
健康づくりセミナー受講生はこちらの定員
に含まれませんので、保健福祉課担当へお
申し込みください。）

●参加費　300円（調理実習材料費として）
●持ち物　エプロン・三角巾・マスク・料理　　　
　　　　　持ち帰り用容器・参加費
●申込方法　お知らせ版別紙の申込用紙にご

記入の上、11月 1日（月）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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寒い時期になってきました
ホームタンクの点検をお願いします

　冬が来る前にホームタンクの点検をお願いし
ます。毎年ホームタンクの経年劣化やその場を
離れてしまったことが原因での漏洩事故が発生
しています。次のことをチェックして下さい。

区分 点検項目 〇×

タ
ン
ク
本
体

ホームタンクにサビがないか
ホームタンクから漏れはないか
ストレーナーにひび割れがないか
配管の接続部に漏れはないか
脚部にサビはいないか
脚部は固定され、緩んでいないか
燃料ゲージの動きは正常か
未使用時バルブは締まっているか

配
管
等

配管に漏れはないか
ストーブなどに接続しているゴム
ホースに亀裂はないか

防
油
堤

防油堤の中は整理されているか
防油堤に穴や亀裂はないか
水抜き栓やバルブが開きっぱなし
になっていないか

そ
の
他

使用量以上にタンクの燃料ゲージ
の減りが早くないか
外や家の中、床下から油の匂いが
しないか
急に給油量が増えていないか

　問 会津坂下消防署昭和出張所　☎ 57-2119

お願い



　お申し込み一覧

地機学習会　 ▼　からむし振興室（〆切 :10月 29日㈮）

氏名 住所 電話番号 希望コース

・糸づくりコース
・織りコース

・糸づくりコース
・織りコース

そば打ち講習会　 ▼　昭和村公民館（〆切 :11月 15日㈪）

氏名 電話番号

腸活講座　 ▼　昭和村公民館（〆切 :11月 1日㈪）

氏名 電話番号





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://showakanko.or.jp/

ウィズコロナ・アフターコロナに向けての取り組み

長引く新型コロナウイルス感染症の影響で、不特定多数のお客様を見込んだイベント（祭り等）

は、まだしばらく開催が難しい状況が続くと思われます。

観光協会では、日ごろからイベント運営以外にも様々な事業を行っており、現在はウィズコロ

ナ・アフターコロナの時代に向けての取り組みを進めています。その一部をご紹介いたします。

●インターネットでの昭和村の魅力発信の強化

●只見線・会津線と路線バスの利用促進

●中通り地区へのＰＲの強化

「昭和村 春夏秋冬カレンダー2022」発売！

～金）が営業日となっておりま

今やインターネットで詳しい情報が手に入らないところには、お客様が来てくれない時代

です。今年度は、観光協会ホームページを見れば昭和村の観光のことなら何でもわかるよ

うにすることを目指し、内容の大幅な拡充を進めています。

只見線の不通区間は来年度の復旧を目指して工事が進められています。地域の足であ

る鉄道や路線バスを維持するためには、その利用者を増やすことが欠かせません。

そこで、新しい取り組みとして、主に会津若松周辺から鉄道とバスを使って昭和村への

日帰り・一泊旅行の需要を喚起するため、モデルコースを紹介した「ローカル路線バス乗

り継ぎの旅」と称するチラシを制作し、会津若松市内や周辺観光施設等に配布しました。

コロナ禍により旅行の形態が大きく変化し、「マイクロツーリズム」と呼ばれる、自分の住

んでいる地域の近場に日帰りや一泊程度で出かける個人旅行が増えています。

以前より、来村する観光客は、会津若松市と郡山市からが多いことがわかっていました。

そこで、主に中通りで配布されている、若者・子育て世代の読者数が多いフリーペーパー

に、初めてPR記事を出稿しました。

その際のアンケートの結果、まだ来村したことがない方や、昭和村がどこにあるのか知

らない方が多くいることが明らかになりました。そしてこのPRにより昭和村の見どころ

を初めて知ったので訪れてみたいという声を多くいただきました。

今後も継続的にPRを行うことで、昭和村の認知度を高め、マイクロツーリズムによる来

村につなげていきたいと考えています。

昭和村の美しい四季の風景写真が楽しめると、毎年大変ご好評をいただいているカレン

ダーですが、今回は観光協会主催で実施した「昭和村 今月の一枚 フォトコンテスト」の受賞作

品が掲載されています。

1冊500円です。ご自宅用に、プレゼント用に、ぜひお買い求めください。

●フォトコンテスト「みんなが選ぶ部門」は、12月まで作品を募集しています。

スマートフォンから簡単に応募できますので、ぜひご応募ください。➡



 
 
 
 
～こねっと！加盟社会福祉協議会の各種相談会のお知らせ～ 

特設相談は、お住まいの町村以外でも無料で相談することができます。 

事前に電話でお問い合わせください。また、各町村社協では月曜日から 
金曜日の午前 9時から午後 5時まで電話相談もおこなっております。 

 

◆ふくしま 24時間こども SOS◆ 

 

 いじめ問題や不登校、教育に関することについて、24 時間いつでも相談

に応じます。 

電話：0120-916-024（24時間受付） 
 

福島県保健福祉部 こども未来局こども・青少年政策課  
 

電話相談 特設相談 お問い合わせ先 

月
曜
日
か
ら
金
曜
日 

 

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で 

特設相談はありません 
電話相談をご利用ください 

会津坂下町 
社会福祉協議会 

      0242-83-1368 

11月 8日（月） 
11月２6日（金） 
午前 9時 30分～正午 

西会津町 
社会福祉協議会 

      0241-45-4259 

  

11月 9日（火） 
午前 9時 00分～正午 

柳津町 
社会福祉協議会 

      0241-42-3418 

特設相談はありません 

電話相談をご利用ください 

三島町 
社会福祉協議会 

      0241-52-3344 

特設相談はありません 

電話相談をご利用ください 

金山町 
社会福祉協議会 

      0241-55-3336 

 

特設相談はありません 
電話相談をご利用ください 

昭和村 
社会福祉協議会 

      0241-57-2655 
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だまされないで！ 悪質商法 
高高齢齢者者をを狙狙うう悪悪質質商商法法にによよるるトトララブブルルがが後後をを絶絶ちちまませせんん。。そそのの手手口口ととアアドドババイイススをを  

いいくくつつかか挙挙げげててみみままししたた。。  

ううままいい話話ややももううけけ話話、、理理解解ででききなないい話話ににははののららなないいよよううににししままししょょうう。。  

～点検商法～ 

「無料で点検する」と言って訪問し、「白アリがいる」、 

「土台にヒビが入っているなどとうそを言って消費者 

の不安をあおり、高額な商品や工事の契約を勧めます。 

 

【アドバイス】 

・「無料（または安い料金）で点検します」の言葉には 

注意しましょう。 

・点検結果をうのみにせず、住宅などに心配な点がある場合は、信頼できる

業者に相談しましょう。 

  

  

～訪問購入～ 

「不用品など何でも買い取ります」と言って訪問し、「ほかに貴金属はない

か」と強引に貴金属の買取を勧めます。 

 

【アドバイス】 

・突然訪問して消費者を勧誘することは禁止されていますので、いき

なり訪問してきた購入業者には対応しないようにしましょう。 

 

  

  

  

  

  
 

【福島県生活環境部 消費生活課発行 『だまされないで！悪質商法』より】 
 

消費生活のトラブルは一人で悩まず、福島県消費生活センターへご相談を！ 

０２４－５２１－０９９９ 

不用品など何でも

買い取りますよ 

使っていない腕時
計やネックレスは
ありませんか？ 


