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■ 令和 3年 11月 4日発行　No.055
■ 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　・インフルエンザ予防接種の申し込みについて

・粗大ごみ回収の冬季休止について
　3ページ　・診療所からのお知らせ

　2ページ　・喰丸小イベント案内
　3ページ　・大芦の手づくり文化祭の開催について

・昭和学(地元学)講座(兼 文化財講習会)について

　2ページ　・「体操教室」のご案内
・喰丸小写真教室初開催

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。

募集

イベ
ント

昭和村診療所で接種を希望される方へ
インフルエンザ予防接種の申し込み
について

　昭和村診療所で、インフルエンザ予防接種を
希望される方でまだ申し込みをされていない方
は、事前に申込書の提出をお願いいたします。
●申込書提出締め切り

11月15日（月）　＊締め切り厳守
　提出先：すみれ荘（保健福祉課）

　対　象：インフルエンザ予防接種を希望される
　　　　　 全年齢の方
【注意事項】
・今年度は、インフルエンザワクチンの量が限定
されています。締め切りを過ぎてから、昭和
村診療所での接種を希望される場合、接種は
できませんので、希望される方は必ず申込書
の提出をお願いします。

・昭和村診療所以外で接種を希望される場合は、
申込書の提出は不要です。
　問 保健福祉課　 ☎ 57-2645

粗大ごみ回収の冬季休止について
　冬季に入るため、粗大ごみの回収を下記の期
間休止いたします。回収を希望される方は、申
込み忘れがないようお願いいたします。

最終受付日　令和 3年 11月 12日（金）

休止期間　
　令和 3年 11月 15日（月）～冬季の間

（令和4年度の粗大ごみ回収期間につきましては、
「令和 4年度ごみ収集カレンダー」にてお知らせ
いたします。）

　問 保健福祉課 ☎ 57-2645
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恒例！喰丸小大銀杏ライトアップも開催中
喰丸小イベント案内

　11/20（土）、大芦地区の「寄来蔵（よこくら）」
さんによる和紙のアクセサリー、木工品、陶器、
ポストカードの展示・販売会が開催されます。
ぜひご来小ください。
　問 産業建設課 観光交流係  ☎ 57-2124

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。

奥会津郷土写真家星賢孝氏講師
喰丸小写真教室初開催

　金山町在住奥会津郷土写真家の星賢孝さんを
講師に迎え、喰丸小で初めての写真教室を開催
します。カメラの一般的な使い方などを習いな
がら、喰丸小の大銀杏と木造校舎を舞台に昭和
村の魅力を写真におさめてください。
　現在、昭和村では「昭和村フォトアワード
2021」（11月まで）を、また昭和村観光協会で
は「昭和村『今月の一枚』フォトコンテスト」（毎
月開催、12月まで）を開催し、昭和村の魅力発
信をしていますので、ぜひたくさんの応募もお
待ちしております。

●日時　令和 3年 11月 7日（日）
　　　　10：00～ 11：00
●場所　交流・観光拠点施設「喰丸小」
●募集人数　10名（県内在住の方のみとさせ

ていただきます。）
●申し込み方法
　電話、FAX、E-Mailにて受け付けます。
　電話 0241-57-2124
　FAX 0241-42-7322
　E-Mail kankou@vill.showa.fukushima.jp

　問 産業建設課 観光交流係 ☎ 57-2124

募集
保健福祉課・千歳学級共催事業
「体操教室」のご案内

　椅子に座っていても、正しい動きで行なえば、
安全で効果的な体操ができます。膝や腰が痛い
方でも安全に行える「椅子に座ってできるラジ
オ体操」を実施しますので、ぜひご参加ください。

●日時　令和 3年 11月 25日 (木 )
　　　　午後 1時～午後 3時
●場所　すみれ荘　保健指導室
●講師　ラジオ体操 1級指導士
　　　　遠藤　美弥子 先生
●内容　「座ってできるラジオ体操」

(13時 30分～ 14時 15分 )
・体操の前に、健康チェック (血圧
測定等 )をしましょう。(13時～
13時 30分 )
・体操教室の後、椅子から立ち上が
る時の力の入り具合を測定する「下
肢の筋力測定」を実施しますので、
お時間のある方はご参加ください。　　　　　　　　　

●定員　20名程度
●持ち物　水やお茶など水分補給できるもの、
　　　　　タオル (ハンカチ )、マスク
●申込方法　お知らせ版別紙申込用紙にご記

入の上、11月 18日 (木 )まで
に保健福祉課へお申し込みくだ
さい。お電話でも申込可能です。
なお、千歳学級生は公民館へお
申し込みください。

●その他
・動きやすい服装でお越しください。

　 ・感染予防対策にご協力ください。
　　（マスクの着用、検温、手指消毒等）
　問 保健福祉課 ☎ 57-2645

募集
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いよいよ最終回！
昭和学(地元学)講座(兼 文化財講習会)について

　『昭和村の歴史 2』（2011年（平成 23年）発行）
を基本に学びます。
　文化財保護審議会委員長 菅家博昭氏に講義を
お願いし、その後で村に関わる人たちの活動も
報告してもらいますので、是非ご参加下さい。

・参加者は村在住の方のみとさせていただきます。
（参加費無料・テキスト持参）
・テキスト「昭和村の歴史２」をお持ちでない
方は事前に教育委員会までご相談下さい。

・参加を希望される方はお電話等で教育委員会
までお申し込み下さい。締切は前日までです。

・講義のみ YouTubeで配信する予定です。

主催：昭和村文化財保護審議会・昭和村教育委員会
共催：からむし振興室

日時 活動報告

11月16日（火）
午後1時30分～

からむし工芸博物館
(地域おこし協力隊) 松尾悠亮

　問 昭和村教育委員会  ☎ 57-2114
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ント

昭和村アクティブシニア活動支援事業
「大芦の手づくり文化祭」開催について

　コロナ禍でも“みんなが元気になる”をテー
マに、大芦地区の方々が自宅で制作した手工芸
等の作品を展示する「大芦の手づくり文化祭」
が開催されます。会場内ではスカットボールも
ご準備します。どなたでもご参加いただけます
のでぜひご来場ください。
　●日　時　令和 3年 11月 16日 (火 )
　　　　　　午前 10時～午後 2時 30分　
　●場　所　大芦区長事務所
　●内　容　手工芸品の展示、スカットボール等
　●その他　感染予防対策にご協力ください。
　　　　　　（マスクの着用、検温、手指消毒等）
　●主　催　大芦の手作り文化祭実行委員会
　　　　　　代表　五十嵐 純子
　問 保健福祉課  ☎ 57-2645

イベ
ント 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。
　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。
　11月22日（月）から26日（金）までの期
間、歯科医師不在のため、期間中歯科休診とな
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
11月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 ○
11日(木) ○ ○ 松山～野尻
12日(金) ○ ○ 大芦
15日(月) ○ ○ 下中津川
16日(火) ○ ○ 小中津川～両原、小野川
17日(水) 検査日 ○
18日(木) ○ ○ 松山～野尻
19日(金) ○ ○ 大芦
22日(月) ○ 休診 下中津川
23日(火) 祝日 祝日 勤労感謝の日
24日(水) 検査日 休診

○ 内科　診療時間
　  午前10:00～11:30 (受付11:15まで)
　（11月1日～12日までは、ワクチン接種終了後より診療開始）
　  午後14:00～16:00 (受付16:00まで)
○  歯科　診療時間（11月22日～26日は休診となります）
　  午前 9:00～ 11:30 / 午後 13:30～ 16:00
　問 診療所 ☎  57-2255

周知





　お申し込み一覧

インフルエンザ予防接種　 ▼　保健福祉課（〆切 :11月 15日㈪）

氏名 住所 電話番号

「体操教室」　 ▼　保健福祉課（〆切 :11月 18日㈭）

氏名 地区 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（11/30）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 1122月月 88日日（（水水））午午前前 1100時時かからら正正午午ままでで（（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 1111月月 3300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 11月 4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（12/8） 相相談談者者氏名：       （  歳）職業（   ） 

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

相
談
の
内
容 

 

 

 

 

 

 

送迎を希望される方はご連絡ください。 
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送迎を希望される方はご連絡ください。 




