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▲  

今回のお知らせ版掲載一覧　

　1ページ
　

　2ページ
　

　3ページ

・事業・イベント等の中止等について
・令和３年度からむし織体験生・研修生作品展の開催について

・親子で挑戦！凧づくり
・診療所からのお知らせ

・矢ノ原湿原等調査報告会の開催について
・古文書教室の開催について

周知

▼  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

3月4日 小中一貫教育講演会 中止

3月5,6日 老人作品展示会 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 令和３年度からむし織体験生・
研修生作品展の開催について

　昭和村でお世話になったみなさんに感謝し
て、作品展を開催します。ぜひお越しくださ
い。

１．日　時　
　　令和4年3月11日（金）～14日（月）
　　午前9時～午後4時30分
２．場　所　
　　道の駅からむし織の里しょうわ 織姫交流館
３．出展者　
　　からむし織体験生（第28期）
　　からむし織研修生

４．同時開催
　　地域おこし協力隊 作品展示
　　・出展者　緒方潤

　問 からむし振興室 ☎  57-2116

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。

　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。
　（国保診療所　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
3月 2日（水） 検査日 ○

3日（木） 　○ ○ 松山～野尻

4日（金） 　○ ○ 大芦

7日（月） 　○ ○ 下中津川

8日（火） 　○ ○ 小中津川～両原、小野川

9日（水）検査日 ○

10日（木） 　○ ○ 松山～野尻

11日（金） 　○ ○ 大芦

14日（月） 　○ ○ 下中津川

15日（火） 　○ ○ 小中津川～両原、小野川

16日（水）検査日 ○
17日（木） 　○ ○ 松山～野尻

　18日（金） 　○ ○ 大芦

21日（月）　祝日 祝日 春分の日

22日（火） 　○ ○ 小中津川～両原、小野川

○ 内科
　  午前  9:00～11:30 (受付11:15まで)
　  午後14:00～16:00 (受付16:00まで)
○  歯科
　  午前 9:00～ 11:30
　  午後 13:30～ 16:00
　問 診療所 ☎  57-2255

周知
春空に、雲まであがれ　天まであがれ♪

「親子で挑戦！凧づくり」
　和紙と竹ひごで作る和凧に絵を描いて、公民
館の駐車場で凧あげをします。

　今回は子ども会と少年教室の共同開催となり
ます。春休みの思い出づくりに親子でぜひご参
加ください。

●対象　小学生・中学生と保護者
●日時　令和４年３月２６日（土）
　　　　10：00～ 12：00　午前 9:50集合　
●場所　昭和村公民館 調理室　集合
●申込方法　お知らせ版最終頁の申込用紙にご

記入の上、3月 10日（木）までに、
担任の先生か保健福祉課へお申し
込みください。お電話でも FAXで
も結構です。

●参加費　750円（和凧キット代）
●服装　動きやすい服装　マスク着用
●その他　
・新型コロナウイルス感染症予防に配慮して
実施します。ご協力をお願いします。
なお、感染状況によっては中止とする場合
があります。

・雪・雨天の場合は、「公民館謎解き宝探し」
を行います。

　問 保健福祉課 ☎  57-2645

周知
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園芸用スイレンもたくさん駆除できました

矢ノ原湿原等調査報告会の開催について

　令和 3年度に実施された、福島大学による矢
ノ原湿原や大芦コガヤ刈場等での調査報告会を
開催しますので、皆さま是非ご参加ください。

1．開催日時
令和 4年 3月 13日 (日 )午後 1時 30分から

2．会場
　昭和村公民館　2階　研修室
3．報告者とタイトル
「矢ノ原湿原の植生とその変化」
植生調査結果や国土地理院の過去の航空写真
などから明らかになった矢ノ原湿原の現在の
植生と過去からの変遷を解説します。

　共生システム理工学類教授　黒沢高秀

「昭和村で再生された刈安茅場の植物相と生育す
る刈安の分類」
再生された刈安茅場に生育する貴重種などの
植物の種類と，生育している刈安の分類学的
な研究について紹介します。

　共生システム理工学類 4年　大内駿平

「自然の資源を生かした会津の地域活性化について」
広葉樹の薪、竹材、杉の葉っぱやミツロウな
どの里山のありふれた資源をどう活用するか、
冬場、雪によって野菜を貯蔵して新たな付加
価値を付けられないか・・・豊かな自然の資
源を生かした会津の地域活性化や交流人口の
増加に向けて、福島県内の実践の中から、最
新動向をいくつかご紹介します。

　食農学類准教授　林薫平

4．申し込み
　3月 10日（木）までに、お電話（電話：57-
2114）等で昭和村公民館へお申し込みください。
参加費は無料です。

6．その他
　新型コロナウイルス感染の状況が悪化した場
合、報告者のみオンライン参加で開催する方法
に変更する予定ですが、詳しくは申し込みをさ
れた方に個別にお知らせいたします。

　問 教育委員会 ☎ 57-2114

イベ
ント

昔の暮らしを文書から読み解く

古文書教室の開催について

　「御
おしおきごにんぐみちょう

仕置五人組帳」をテキストとして読み進め
ていきます。皆さま是非ご参加ください。
1．開催日時

3月 12日（土）午前 10時～正午まで
（次回は土曜日開催を基本として、参加者の希
望を聞いて設定します。）

2．場　所　昭和村公民館
3．持ち物　筆記用具、マスク
4．講師　小林盛雄さん、

からむし工芸博物館　松尾悠亮さん
5．参加申込

3月 11日（金）までにお電話等でお申し込み
ください。

6．その他
参加は村在住の方のみとさせていただきます。
（参加費無料）

　問 教育委員会 ☎ 57-2114

イベ
ント
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　お申し込み一覧

親子で挑戦！凧づくり　 ▼　保健福祉課
（〆切 :3月 10日㈭）

氏名 参加する保護者名 保護者連絡先



令和４年第１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。

３月４日（金） 開 会

会期･日程 ７日（月） 一般質問（裏面のとおり）

８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４年 ３月 ２日

昭 和 村 議 会

(☎５７-２１９８)

【裏面もご覧ください。】
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【裏面】

質問
順序

質問する
議　　員

質　　問　　の　　標　　題

1.　新型コロナ感染防止及び対応について

2.　昭和、田島間冬期試験運行について

1.  高齢者がいつまでも心地よく暮らせる村づくりについて伺う。

2.  高齢者世帯等除雪支援事業について伺う。

3.  高齢者援助金について伺う。

1.　令和４年度事業への予算付け等について

2.　教員住宅の確保について

3.　緊急車両進入路確保について

1.　令和４年度予算案に見る「心地よく暮らせる村」とは

2.　野尻岸地区が耕作放棄地となり果てるのを見過ごして良いのか

1.　多様な交通支援について

2.　除雪支援事業の拡充について

3.　子供たちのＩＣＴ活用について

4.　令和４年度の予算編成について

栗城　德雄

栗城　敏郎

一般質問の通告一覧表

5

１ 馬場　栄三

２ 青木　秀元

４ 渡部　節雄

３


