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〒 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）

6月 12日は「一斉耕起の日」
・耕起作業や水路確保、あぜ道の草刈りなどの
作業を実施しましょう！ 

・一斉耕起の日に作業を実施できない場合は、
一斉耕起の週に耕起作業等を行いましょう！

一斉耕起の週
　6月13日（月）～6月19日（日）

　問 昭和村農業委員会 ☎  57-2117

周知

▲  
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・6月12日は「一斉耕起の日」
・「よいやれ屋」6月のご案内
・診療所からのお知らせ

・昭和中学校生徒会・PTAによる資源回収ご協力のお願い

・献血へのご協力をお願いします

・古文書教室の開催について
・「矢ノ原湿原」勉強会について

・有料収集について

・生涯学習講座「苔玉作り教室」開催

・生涯学習講座「フラダンス体験教室」開催

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

お願い
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喰丸小チャレンジショップ

「よいやれ屋」6月のご案内
　6月のチャレンジショップ in喰丸小「よいや
れ屋」は下記の通り開催いたします。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
6/4（土） やまなみ会

工房風雲
食品他
手提籠他

6/5（日） 工房風雲
Umico

手提籠他
お菓子

6/9（木） 手工音 上布
6/10（金） 手工音 上布
6/11（土） 笑和の会

工房風雲
手工音

手仕事他
手提籠他
上布

6/12（日） 燈日草
工房風雲
手工音
菅家豊

書店
手提籠他
上布
マタタビ細工

6/13（月） 燈日草
手工音

書店
上布

6/17（金） 吉川美保 会津木綿製品
6/18（土） やまなみ会

工房風雲
吉川美保
木の実木のまま
川島ゆう紀・島
村美緒
のんこんの

食品他
手提籠他
会津木綿製品
手作り小物
フリーマーケット

絵、塗り絵
6/19（日） 秋桜の会

工房風雲
燈日草
木の実木のまま
川島ゆう紀・島
村美緒
笑和の会

食品他
手提籠他
映画上映会
手作り小物
フリーマーケット

手仕事他
6/23（木） 吉川美保 会津木綿製品
6/24（金） 吉川美保

淡々艸々
会津木綿製品
からむし製品

6/25（土） 工房風雲
のんこんの

手提籠他
絵、塗り絵

6/26（日） 工房風雲
のんこんの
菅家豊

手提籠他
絵、塗り絵
マタタビ細工

（順不動）

　問 産業建設課 観光交流係 ☎  57-2124

周知
尊い命を救うために

献血へのご協力をお願いします
　今年度の献血を下記により実施いたします。
採血の基準を満たした方は、輸血を受ける患者
さんにとってより安全性の高い 400ml献血にぜ
ひご協力をお願いします。
　皆様のお越しを心からお待ち申し上げます。

■ 実 施 日　令和 4年 6月 9日（木）
■ 受付時間　午後 2時～ 4時 30分
■ 実施場所　昭和村生活改善センター前
【採血の基準】

区分 200ml全血献血 400ml全血献血

年齢 16歳～69歳 男性 17歳～69歳
女性 18歳～69歳

体重
男性 45kg以上
女性 40kg以上

男女とも
50kg以上

最高血圧 90mmHg以上

血色素量
男性12.5g/dl以上
女性 12g/dl以上

男性 13g/dl以上
女性 12.5g/dl以上

献血間隔 男女とも4週間 男性 12週間
女性 16週間

年間
総献血量

200ml献血と400ml献血を合わせて
男性 1,200ml以下 女性 800ml以下

※献血は、16歳以上 70歳未満の健康な方なら
誰でもできます。
65歳以上の方については、献血される方の健
康を考え、60歳から 64歳の間に献血経験が
ある方に限ります。

※採血副作用の低減のため、採血前検査方法が
「指先から少量の血液を採取する方法」に変わ
りました。

※新型コロナウイルス感染症予防のため、職員
の体温測定、手指消毒、会場内の消毒・清掃
を徹底し、細心の注意を払って実施します。
皆様にも会場入り口での問診、体温測定、手
指消毒、マスクの着用についてご協力をお願
いします。なお、発熱が確認された場合等、
入場をご遠慮いただくことがあります。

　問 保健福祉課 ☎ 57-2645

お願い
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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。
　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。

残薬をご確認の上、早めの受診・処方をお願い
します。

月日 内科　　　歯科 バス
6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）午後休診 ○ 松山～野尻

17日（金） ○ 休診 大芦

20日（月） ○ ○ 下中津川

21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14:00～16:15 (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
▼  次頁にも、お知らせがありますので、

　 ご確認ください。

江戸時代、どうやってお医者さんになったのか ?
古文書教室の開催について

　今回から新たな史料、江戸時代の昭和村で活
躍した医者について書かれた古文書をテキスト
として読んでいきます。皆さま是非ご参加くだ
さい。

1．開催日時
6月 18日（土）午前 10時～正午まで

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
前日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

森林と湿原の関係について

「矢ノ原湿原」勉強会について

　湿原の成り立ちと、周辺の森林環境について
学びます。皆さま是非ご参加ください。（小雨決
行）
【日時】
　・第 1回目：6月  4日（土）
　　　　　　　午前 10時 30分から正午まで
　・第 2回目：6月 25日（土）
　　　　　　　午前 10時 30分から正午まで
　・第 3回目以降は随時ご案内します。
【集合場所】　昭和村公民館

【講師】　福島県植物研究会　二瓶重和さん　他
【内容】
座学と現地を組み合わせて行います。初心者
から湿原の案内人レベルまで幅広い内容で学
んでいきます。

【参加費】　無料
【持ち物】
　長靴等（ぬかるみを歩く可能性があります）、
　マスク、飲み物
【申し込み】
　開催日の前日までに、昭和村公民館まで電
話等でお申し込みください。

　問 教育委員会 ☎ 57-2114

イベ
ント
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周知 昭和中学校生徒会・PTAによる資源回収ご協力のお願い

1.日時　令和 4年 6月 18日 (土 ) 8:00～ 11:00 ※小雨決行
2.方法　当日の朝 8:00までに、各地区のゴミ収集所にお出しください。　　

　○回収するもの○

【紙類など】新聞紙、段ボール、雑誌
※新聞紙、段ボール、雑誌は必ずひもで結んでください。

　×回収できないもの×

【びん類】

【空き缶類】

【衣類等】衣類、カーボン紙、ビニールの肥料袋、ぼろ布など
【金属類】家電リサイクル対象製品（冷蔵庫、洗濯機など）、

パソコンリサイクル対象製品、自転車、スプレー缶、
ガス缶など、アルミサッシ、アルミホイール、
上鉄 (タイヤチェーン、くわ、鉄ホイール、草刈り機の刃 )、
鉄くず、ビニールハウスのパイプ、バンセン、
トタン、一輪車、ガス台、コンロ、ストーブ

【その他】タイヤ、電球、蛍光灯、電池、電線、電話線、ストーブなど

※ゴミ収集所まで運ぶのが困難な場合は、当日ご自宅までお伺いいたしますので、

　6月 16日 (木 )17:00までに昭和中学校 (☎ 57-2201)にご連絡ください。

　お忙しいところ誠に恐縮ではございますが、ご協力くださいますようお願いいたします。
なお、資源回収で得た収益金は生徒の活動費として有意義に使わせていただきます。

昭和中学校長　　佐　藤　隆　彰
同 PTA 会長　　五十嵐　道　夫

　同生徒会長　　山　内　嘉　衣

問 昭和中学校 ☎ 57-2201

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。
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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。

適正処理困難物及び農機具関係廃棄物

有料収集について
　この度、処理が困難なため普段村では集めていないごみの収集を下記のとおり行います。

■ 予定日時　6月 20日（月）
※家電（テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機）やスプリング入り製品を除き無料で回収いたします。（以
下、参考価格表をご覧ください。）

詳細は、お申込みいただいた方に後日お知らせいたします。なお、今回は、タイヤ付ホイールの回収
をいたします。（鉄ホイールは 1世帯 8本まで、アルミホイールは個数制限なし）
※収集業者との調整により日程が変動する場合があります。
注意事項
・収集当日は回収料金の支払いがあるため必ずお立会下さい。
・収集を効率的に行うため、指定場所までごみをお持ちいただくようお願いする場合があります。
・当日の受付はいたしませんので期日までにお申込みください。

お申込み
　収集をご希望される方はお知らせ版最終頁の申込用紙にご記入の上、6月 13日 (月 )までに保健
福祉課へお申し込みください。

ご不明な点は下記担当へお問い合わせください。

　問 保健福祉課 ☎ 57-2645

募集

≪参考価格≫

品名 処理価格 備考

耕運機農業機械類 0円 /台トラクター等
トラクターアタッチメント 0円 /台

噴霧器 0円 /台自動・手動問わず
バッテリー 0円 /台大きさ問わず

ステンレス流し台 0円 /台
ポリ浴槽 0円 /個
金庫 0円 /個重さ問わず

鉄屑、トタン板など 0円 /kg
スプリング入りマットレス 8,000円 /個大きさ問わず

ソファー
2,000円 /個
5,000円 /個

小
大

ストッカー
6,000円 /台
8,000円 /台

小
大

タイヤ付ホイール
300円 /本

0円 /本
鉄ホイール（1世帯 8本まで）
アルミホイール

※記載のないものにつきましては、ご連絡ください。
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お部屋に爽やかなグリーンインテリアを

生涯学習講座「苔玉作り教室」開催

　緑が映える爽やかな観葉植物を使ってオリジ
ナルの苔玉を作りませんか！作る楽しみ、眺め
る楽しみ、育てる楽しみ。いろんな“楽しみ”いっ
ぱいの苔玉の魅力を是非ご体験ください。

　●開催日時　令和 4年 6月 26日（日）
　　　　　　　10：00～ 11：30頃
　●場　　所　昭和村公民館　1階調理実習室
　●講　　師　佐藤生花店　佐藤和弘さん
　　　　　　　 （会津坂下町）　　
　●内　　容　観葉植物を使った苔玉づくり　　　　　

　●対　　象　昭和村民　　　　

　●参  加  費　1,500円（2個分の材料費）
　●持  ち  物　細かい作業の出来るゴム手袋・
　　　　　　　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、6月 17日（金）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

心も体もスッキリ健康に♪

生涯学習講座「フラダンス体験教室」開催

　優しい音色のハワイアンソングに癒されなが
ら、ゆったり踊ってリフレッシュしませんか！
年齢、経験問わずどなたでもご参加いただけま
すので、是非お気軽にお越しください。

　●開催日　① 6月 25日（土）
　　　　　　② 7月  2日（土）
　　　　　　③ 7月  9日（土）　　　　
　●時　間　各回 13:30～ 15:00
　●場　所　昭和村公民館　2階研修室
　●講　師　マハロヌイフラスタジオ
　　　　　　伊藤菫さん（柳津町）

　●内　容　初心者向けのフラダンスレッスン
　　　　　　（1曲を通して踊れるようになります。）　　　　　　　　　
　●対　象　昭和村民

　●参加費　無料

　●持ち物　マスク・タオル・水分補給用飲み物
　　　　　　※フラスカートはこちらで準備します。

　●申込方法　お知らせ版最終頁の申込用紙に
ご記入の上、6月 15日（水）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 募集



　お申し込み一覧

生涯学習講座「苔玉作り教室」開催　 ▼　昭和村公民館
（〆切 :6月 17日㈮）

氏名 電話番号

生涯学習講座「フラダンス体験教室」開催　 ▼　昭和村公民館
（〆切 :6月 15日㈬）

氏名 電話番号

適正処理困難物・農機具関係廃棄物収集申込書 ▼  保健福祉課
（〆切 :6月 13日㈪）

氏名 住所 電話番号

昭和村大字

収集物
（家電はメーカー・サイズ記載）

収集物移動
いずれかに〇

可・否

 ※ 家電の場合はメーカー、サイズ等詳しくご記載ください。例）ﾃﾚﾋﾞ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 20型（LC-123B）



◇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☆ 

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 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 年 月 日
（水）

佐倉・喰丸・両原・大芦・小野川
にお住まいの方

令和 年 月 日
（水）

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       へお申し込みください。

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、 法人苧麻倶楽部

 買 物 交 流 バ ス 
         を運行します 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。



◇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☆ 

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 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 年 月 日
（水）

佐倉・喰丸・両原・大芦・小野川
にお住まいの方

令和 年 月 日
（水）

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       へお申し込みください。

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、 法人苧麻倶楽部

 買 物 交 流 バ ス 
         を運行します 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。



買物交流バスの行程をご紹介します
※立ち寄る順番は変わる場合があります

朝 ： ごろ
ご自宅近くまでバス
が迎えに参ります

村内の商店や、 、
郵便局などの金融
機関をまわります

ご希望があれば、村内の野菜直売所、役場、すみれ荘、喰丸小もまわります

トイレ休憩もか
ねて、「道の駅
しょうわ」に立
ち寄ります

出発！

すみれ荘 喰丸小（よいやれ屋）

からむし工芸博物館を見学
したこともありました

： まえ
午前中のうちに、ご自宅近くまで
お送りします。荷物はスタッフが
運ぶこともできます

到着！
お疲れ様でした

バスに乗る前に
検温をします

村内農産物直売所


