
皆さんのお声を聴かせてください。

地域づくり懇談会の開催について

　村民の皆さまと膝を突き合わせ、協創・共助の村づくりの実現に向け村政についてご意見を交わす
地域づくり懇談会（旧称：村政懇談会）を開催いたします。
　次年度の取り組みに向けたご意見やご提案等を頂戴できればと思っておりますので、皆さまのご参
加をお願いいたします。
　なお、マスクの着用や手指消毒の徹底をお願いするほか、発熱など体調不良がある場合は、参加を
見合わせるなど、感染症対策へのご協力をお願いいたします。
　開催日程

月日 開始時間 地区 会場

12月16日（木）
13時30分 喰丸 喰丸区長事務所

18時30分 松山 松山公民館

12月17日（金）
9時30分 下中津川 下中津川区長事務所

13時30分 大芦 大芦区長事務所

12月18日（土）
9時30分 野尻 野尻高齢者コミュニティセンター

13時30分 中向 中向公民館

12月19日（日）
13時30分 佐倉 佐倉区長事務所

18時30分 両原 両原郷土芸能伝承館

12月22日（水）
9時30分 小野川 小野川生活改善センター

13時30分 小中津川 小中津川区長事務所

　問 総務課 企画創生係 ☎  42-7717
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■ 令和 3年 12月 1日発行　No.057
■ 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
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▲  

今回のお知らせ版掲載一覧　
　1ページ　・地域づくり懇談会の開催について
　2ページ　・決算説明会の開催見合わせについて

・「よいやれ屋」日程変更のご案内
・帽子づくり講習会の募集

　3ページ　・出荷制限されていない町村産の野生きのこの基準値超過について
・診療所からのお知らせ

　4ページ　・事業・イベント等の中止等について

　4ページ　・「しめ飾り作り教室」開催

　5ページ　・昭和村冬休みシネマウイーク

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
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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。

周知 帽子づくり講習会の募集

　人気のからむし帽子です。今や夏に欠かせな
いアイテムとなっているかと思います。昨年に
引き続き折りたためる帽子（女性用）をつくり
ます。今まで参加したことがある方も、ぜひご
参加ください。

1．日　　程　
第  1回  令和3年12月11日（土）開講式
第  2回  令和3年12月12日（日）糸づくり
第  3回  令和3年12月19日（日）糸づくり
第  4回  令和4年  1月16日（日）糸づくり
第  5回  令和4年  1月23日（日）帽子づくり
第  6回  令和4年  1月30日（日）帽子づくり
第  7回  令和4年  2月  6日（日）帽子づくり
第  8回  令和4年  2月13日（日）帽子づくり
第  9回  令和4年  2月20日（日）帽子づくり
第10回  令和4年  3月  6日（日）帽子づくり

2．開催場所　道の駅 からむし織の里 しょうわ
　　　　　　  織姫交流館内　和室
3．時　　間　午前９時～午後４時
4．募集人数　10名程度
5．参  加  料　3,000円
 （糸づくりに参加しない方は2,000円）
6．申し込み
12月8日（水）までに役場からむし振興室（電
話57-2116）へご連絡下さるか、申込書に記入
の上持参、もしくはFAX（57-3044）でお願い
します。

7．持参いただくもの
・からむし（150g程度）※購入を希望する場合
は該当欄に〇をつけてください。
・手ぬぐい
・おぼけ（洗面器やバケツなどで代用可・直径

30cm程度）
・おさき棒（割り箸で代用可）
・第５回からは「かぎ針」をご準備ください。
・昼食（会場で食事をする場合）
 ※ 苧麻庵は12月から3月まで休業となります。
　問 総務課からむし振興室 ☎  57-2116

喰丸小チャレンジショップ

「よいやれ屋」日程変更のご案内
　チャレンジショップ in喰丸小「よいやれ屋」
の日程について、変更をお知らせいたします。
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。
開催日 出店者 内容

12/5    （日）
羊の森

つどいや

国産羊毛の手紡ぎ、
小物
編み組、実演

12/12（日）羊の森 国産羊毛の手紡ぎ、
小物

12/18（土）

やまなみ会
燈日草
のんこんの

monderico
淡々草々

手仕事
書店
絵、ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞ、
塗り絵
小物
からむしWS

12/19（日）

羊の森

燈日草
umico
のんこんの

淡々草々

国産羊毛の手紡ぎ、
小物
書店
お菓子
絵、ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞ、
塗り絵
からむしWS

(順不同 )
　問 産業建設課 観光交流係 ☎  57-2124

周知

会津若松税務署からのお知らせ

決算説明会の開催見合わせについて
　税務署では、例年、所得税の決算説明会を開
催しているところですが、本年度の実施につい
ては、昨年度に引き続き、新型コロナウイルス
感染症対策等の観点から、開催を見合せます。

　つきましては、説明会の開催に代えて、決算
の方法・注意点等を説明する動画「決算のしかた」
を YouTube国税庁動画チャンネルに掲載中です
ので、是非ご覧ください。

● YouTube国税庁動画チャンネル
https://www.youtube.com/user/ntachannel
　問 会津若松税務署 ☎ 0242-27-4311

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。

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。
　12月29日（水）から令和4年1月3日（月）ま
での期間、年末年始のため、診療所休診となり
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
12月1日(水) 検査日 ○

2日(木) ○ ○ 松山～野尻

3日(金) ○ ○ 大芦

6日(月) ○ ○ 下中津川

7日(火) ○ ○ 小中津川～両原、小野川

8日(水) 検査日 ○

9日(木) ○ ○ 松山～野尻

10日(金) ○ ○ 大芦

13日(月) ○ ○ 下中津川

14日(火) ○ ○ 小中津川～両原、小野川

15日(水) 検査日 　 ○
16日(木) ○ ○ 松山～野尻

17日(金) ○ ○ 大芦

20日(月) ○ ○ 下中津川

21日(火) ○ ○ 小中津川～両原、小野川

22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
福島県からのお知らせ

出荷制限されていない町村産の
野生きのこの基準値超過について

　フリマアプリで購入した乾燥野生きのこから
基準値を超過する放射性物質濃度の値が検出さ
れる事例が発生し、県が調査した結果、出品者
は出荷制限されていない町村から野生きのこを
採取したもののモニタリング検査等の安全確認
が実施されていませんでした。

　販売者及び消費者の方は以下の点に注意をお
願いします。
1.野生きのこは生産者台帳に登載されている採
取者・採取場所において採取するとともに、
モニタリング検査等の安全確認を行った上で
販売すること。

2.乾燥させることで放射性物質濃度が濃縮され
る可能性があるため、加工品についても安全
確認を行うよう注意すること。

3.出荷制限品目については、以下の事項を遵守
し、出荷・販売をしない。

・年度が変わっても出荷・販売できません。

・自主検査等の結果が基準値 (100Bq/kg)以
下でも出荷・販売できません。

・加工品の原料にも使用できません。

・食堂や宿泊施設等で調理してお客さんに提供
することもできません。

・フリマアプリ等を介した個人売買でも出荷・
販売できません。

・他人への譲渡も出荷・販売に含まれるためご
遠慮ください。

福島県会津農林事務所森林林業部

℡　0241-24-5734

　問 産業建設課　産業係 ☎ 57-2117

周知
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生涯学習講座

「しめ飾り作り教室」開催
　心を込めた手作りのしめ飾りで、新年を迎え
ましょう。

● 開催日時　令和 3年 12月 22日（水）
　　　　　　 9：00～ 12：00頃
● 場　　所　昭和村公民館　２階研修室
● 講　　師　本名福二さん　　
● 内　　容　玄関用のしめ飾り作り　　　　　
● 定　　員　12名（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　1,200円（材料費として）
● 持  ち  物　軍手・マスク
● 申込方法　お知らせ版最終頁の申込用紙に

ご記入の上、12月 13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
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

1月4日 新春懇談会 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
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映画上映会のお知らせ

昭和村冬休みシネマウイーク

　今年も３日間で３本の映画を上映します。是非ご来場ください。

12月 23日上映
『花のあとさき～ムツばあさんの歩いた道～』
　秩父の山深い村に暮らす小林ムツさんは、平成に入った頃から、夫
とともに、丹精込めた段々畑をひとつまたひとつと閉じそこに花を植
えてきました。その数、1万本以上。ムツさんは言います。「長い間
お世話になった畑が荒れ果てていくのは申し訳ない。せめて花を咲か
せて山に還したい…」。それはまるでふるさとに花を手向け、終わり
支度をしているかのようでした。
　暮らす人が年々いなくなる小さな村は、色とりどりの花に包まれるようになりました。「いつか人が山に戻っ
てきたとき､ 花が咲いていたらどんなにうれしかろう。」柔らかな笑顔でそう言っていたムツさん。でもやがて、
つらい出来事が…。ムツさんの歩いた道を、美しい山里の四季とともにたどります。

12月 24日上映
『前田建設ファンタジー営業部』
　ダム、トンネルなど数々の大プロジェクトに携わってきた前田建設
工業株式会社が、「アニメやゲームに登場する建造物を実際に作った
らどうなるか？」を本格的に検証するWEBコンテンツ「前田建設ファ
ンタジー営業部」を実写映画化。
　2003年、バブル崩壊後の建設業界。前田建設の広報グループ長は、
「アニメ『マジンガー Z』の出撃シーンに登場する地下格納庫を現状
の技術と材料で建設したらどうなるのか？」を検証するWEB連載を提案する。広報グループの若手社員である
主人公は嫌々ながらもプロジェクトに携わるうち、架空のものに対してどこまでも真剣に向き合う社内外の技
術者たちの姿を目の当たりにし、意味のないことだと思っていた業務に本気で取り組むようになっていく。

12月 27日上映
『おらおらでひとりいぐも』
　原作は、55歳で夫を亡くした後、主婦業の傍ら執筆し 63歳で作家
デビューした若竹千佐子の同名小説。
　1964年、日本中に響き渡るファンファーレに押し出されるように
故郷を飛び出し、上京した桃子さん。あれから 55年。結婚し子供を
育て、夫と 2人の平穏な日常になると思っていた矢先…突然夫に先立
たれ、ひとり孤独な日々を送ることに。図書館で本を借り、病院へ行き、
46億年の歴史ノートを作る毎日。しかし、ある時、桃子さんの “心の声＝寂しさたち ”が、音楽に乗せて内か
ら外から湧き上がってきた！孤独の先で新しい世界を見つけた桃子さんの、ささやかで壮大な 1年の物語。

●開催期間：令和 3年 12月 23日（木）、24日（金）、27日（月）の 3日間
　　　　　　3日間とも、1回目午後 1時 30分から、2回目午後 6時 30分から上映
●場　　所：昭和村公民館　ホール
●内　　容：12月 23日（木）「花のあとさき～ムツばあさんの歩いた道～」、
　　　　　　12月 24日（金）「前田建設ファンタジー営業部」、
　　　　　　12月 27日（月）「おらおらでひとりいぐも」、
●入場料：無料
●申込：各映画上映日の前日までにお電話等でお申し込みください。
●その他：マスクをご持参ください。参加は村内在住の方のみとさせていただきます。

　問 教育委員会 ☎  57-2114

© 2020 「おらおらでひとりいぐも」製作委員会

© 前田建設／ Team F
© ダイナミック企画・東映アニメーション

©ＮＨＫ
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　お申し込み一覧

帽子づくり講習会　 ▼　からむし振興室（〆切:12月8日㈬）

氏名 住所 電話番号
第 5回から
の参加

からむし
の注文

しめ飾り作り教室　 ▼　昭和村公民館（〆切:12月13日㈪）

氏名 電話番号





令和３年第4回昭和村議会定例会が開催されます。

皆さまお誘い合わせのうえ、ぜひ傍聴においでください。

１２月１０日（金） 開 会

会期･日程 １３日（月） 一般質問（裏面のとおり）

１４日（火） 議案審議、閉 会

会議時間 午前１０時～午後５時

※ ・日程や会議時間は変更になる場合があります。

・入場の際は検温、マスクの着用と出入り口での手指の消毒を

お願いします。

・傍聴は人との距離を保って着席いただきます。

・会場が密になる場合は、入場の制限もありますのでご了承ください。

村 民 の 皆 様 へ

令和 3年12月 1日

昭 和 村 議 会

(☎５７-２１９８)

【裏面もご覧ください。】



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１．利用できる方 

  村内在住で、移動手段にお困りの方など 
２．運行日と対象地区 
（午前 9時～正午までの運行で、お食事の対応はできませんのでご了承ください。） 

運行日 対 象 

令和 3年12月 15日
（水） 

佐倉・喰丸・両原・大芦・小野川 
にお住まいの方 

令和 3年12月 17日
（金） 

松山・野尻・中向・下中津川・小中津川 
にお住まいの方 

３．お申し込み 

   利用を希望される方は、運行日の一週間前までに 

社会福祉協議会       57-2655 へご連絡ください。 
後日、迎えの時間をご連絡いたします。 

 
 
 

※参加される方は、当日の体温測定などの体調確認や、 
マスク着用のご協力をお願いします。 

 

 

【主催】昭和村社会福祉協議会 【協力】昭和村民生児童委員協議会 
【後援】昭和村、昭和村商工会、NPO法人苧麻倶楽部 

裏面もご覧ください 

◇特 徴◇ 
参加された方同士で交流をしながら、 
村内の商店や役場、金融機関などを巡ります。 
お一人でのお買い物が不安な方は、お手伝い 

することもできますので、気軽にお申込みください。 

☆利用料は無料です☆ 

買い物交流バス 
 を運行します 1２月 

この事業には、赤い羽根共同

募金の配分金と、社会福祉協

議会会員会費が活用されて

います。 

【裏面】

質問
順序

質問する
議　　員

質　　問　　の　　標　　題

1.　米価大幅下落、稲作経営者への支援は。

2.　日本で最も美しい村連合加盟について。

1.  空き家の老朽化前の対策について。

2.　滝谷川土砂撤去について。

1.　敬老の日プレゼント（商品券３千円）を昭和ホーム入所者へ
　　差し上げないのは差別ではないのか。理由を問う。

2.　博士トンネル開通後の利活用について。

1.　来年度予算案について。

2.　新規就農者と空き家対策の件。

1.　携帯電話が通じない国道の電波解消について問う。

2.　有害鳥獣被害対策について問う。

3.　秋の味覚マツタケの条件付き解除について問う。

1.　第６次昭和村振興計画の進捗状況について。

2.　「協創・共助」の村づくりについて。

3.　マイナンバーカードについて。

菅家　敏章２

青木　秀元

一般質問の通告一覧表
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１．利用できる方 

  村内在住で、移動手段にお困りの方など 
２．運行日と対象地区 
（午前 9時～正午までの運行で、お食事の対応はできませんのでご了承ください。） 

運行日 対 象 

令和 3年12月 15日
（水） 

佐倉・喰丸・両原・大芦・小野川 
にお住まいの方 

令和 3年12月 17日
（金） 

松山・野尻・中向・下中津川・小中津川 
にお住まいの方 

３．お申し込み 

   利用を希望される方は、運行日の一週間前までに 

社会福祉協議会       57-2655 へご連絡ください。 
後日、迎えの時間をご連絡いたします。 

 
 
 

※参加される方は、当日の体温測定などの体調確認や、 
マスク着用のご協力をお願いします。 

 

 

【主催】昭和村社会福祉協議会 【協力】昭和村民生児童委員協議会 
【後援】昭和村、昭和村商工会、NPO法人苧麻倶楽部 

裏面もご覧ください 

◇特 徴◇ 
参加された方同士で交流をしながら、 
村内の商店や役場、金融機関などを巡ります。 
お一人でのお買い物が不安な方は、お手伝い 

することもできますので、気軽にお申込みください。 

☆利用料は無料です☆ 

買い物交流バス 
 を運行します 1２月 

この事業には、赤い羽根共同

募金の配分金と、社会福祉協

議会会員会費が活用されて

います。 

【裏面】

質問
順序

質問する
議　　員

質　　問　　の　　標　　題

1.　米価大幅下落、稲作経営者への支援は。

2.　日本で最も美しい村連合加盟について。

1.  空き家の老朽化前の対策について。

2.　滝谷川土砂撤去について。

1.　敬老の日プレゼント（商品券３千円）を昭和ホーム入所者へ
　　差し上げないのは差別ではないのか。理由を問う。

2.　博士トンネル開通後の利活用について。

1.　来年度予算案について。

2.　新規就農者と空き家対策の件。

1.　携帯電話が通じない国道の電波解消について問う。

2.　有害鳥獣被害対策について問う。

3.　秋の味覚マツタケの条件付き解除について問う。

1.　第６次昭和村振興計画の進捗状況について。

2.　「協創・共助」の村づくりについて。

3.　マイナンバーカードについて。
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青木　秀元
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村内の商店でのお買い物の他に、遠足気分を味わいながら、村内各
所を廻っています。 

※参加された方々に廻りたい場所を聞き取りながら、廻る場所を決めています。 

役場（本庁・すみれ荘）
への用足しもできます 

重い荷物はスタッフが
お手伝いします 
だから、た～くさんお買
い物を楽しめます 

ご希望の方は、 
押し車も一緒に
乗車できます 

「買う物はあまりないけど、気晴らしにバスに乗って
みようかな。」 
という理由でも大歓迎です！参加者同士でおしゃべりも楽しめますし、 
車窓から村の様子を眺めるのも楽しいですよ。 
お気軽にお申込みください。電話 57-2655（昭和村社会福祉協議会） 

1台で廻るから 
環境にもやさしい（？） 

喰丸小のイチョウと、よいやれ屋見学 道の駅で買い物と、からむし工芸博物館見学 

村内各所の直売所めぐり ちゃランドリーでお茶飲み すみれ荘でゴミの出し方を聞く 


