
令和4年度　河川環境美化作業
クリーンアップ作戦に御協力お願いします

　「7月 3日は河川愛護デー」です。河川愛護運動によるクリーンアップ作戦を実施いたしますので、
村民の皆様の御協力をお願いします。

1.目的
　県民による河川愛護の運動を大きく広め、河川の環境美化を実現し住みよい郷土を築くために、河
川作業の日「河川愛護デー」を設定し、実施するものです。

2.実施期日
　令和 4年 7月 3日（日）午前５時～午前 7時
3.美化作業の内容
　河川敷等に放棄された燃えるゴミ、空カン、空ビン等の回収及び雑草の刈払い等。
　※新型コロナウイルス対策を実施のうえ作業お願い致します。

4.美化作業対象河川
野尻川、見沢川、畑沢川、輪の沢川、滝谷川

5.ゴミの分類
・燃えるゴミ、金物類、ビン・セトモノ類に分類する。
・燃えるゴミの内、容易に焼却できないものについては別に分類する。
　問 産業建設課建設係 ☎ 57-2123
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・【水稲】あぜ道指導会の開催について
・河川施設点検業務の実施について

・参議院議員選挙のお知らせ
・災害時用非常食の無料配布について

・「ラッキー公園inしょうわむら」開園のお知らせ
・会津坂下警察署からのお知らせ

・診療所からのお知らせ
・「よいやれ屋」7月のご案内
・「イチョウの木のした  手仕事マルシェ」のご案内
・草加市地場産品まるごとセットプレゼント企画

・クリーンアップ作戦に御協力お願いします

・資源ごみ回収業務受託者募集について

・「矢ノ原湿原」勉強会について

周知

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。

【水稲】あぜ道指導会の開催について

　今年の水稲の生育状況、今後の管理について
金山普及所よりご説明します。
（金山普及所 平　敏伸先生（R4年度着任）より
ご説明頂きます）

月日
時間 6月 21日（火） 開催場所

午前
9:00～

松山
野尻
中向

野尻
コミュニティー
センター前

午前
10:30～

下中津川
小中津川

下中津川
ライスセンター前

午後
1:30～

佐倉
喰丸
両原

喰丸小
校庭

月日
時間 6月 22日（水） 開催場所
午前
9:00～ 大芦 大芦

管理センター前
午前
10:30～ 小野川 小野川生活

改善センター前

※今年度より開催場所を集約して開催させてい
ただきますのでご了承願います。

※どの地区でも参加可能ですので、都合の悪い
場合は他地区の会場にご参加下さい。

主催：福島県 会津坂下農業普及所 金山普及所
共催：昭和村産業建設課産業係
　　　JA会津よつば 昭和営農経済センター

　問 産業建設課 産業係 ☎ 57-2117

周知 河川施設点検業務の実施について

　村内の各河川において福島県発注の施設点検
業務が実施されておりますのでお知らせいたし
ます。

　受託業者が河川内等に立ち入り作業を実施し
ておりますのでご承知おきください。

○該当河川
　野尻川、柳沢川、玉川、見沢川、畑沢川
　輪ノ沢川、滝谷川

○作業期間
　令和 4年 8月下旬まで
○作業内容
　河川構造物等点検、除草

○受託業者
　株式会社ダイエツ
　若松測量設計株式会社
　日本精測株式会社

○発注者
　福島県宮下土木事務所　業務課
　℡ 0241-52-2311
　問 産業建設課 建設係 ☎ 57-2123

周知
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7月実施予定
参議院議員選挙のお知らせ

　7月に第 26回参議院議員選挙が予定されてい
ます。大切な選挙ですので、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
　・6月 23日 (木 )～ 7月 9日 (土 )　（予定）
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は先に来
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
　・7月 10日 (日 )　（予定）
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 昭和村選挙管理委員会 ☎  57-2199

「6月は土砂災害防止月間です。」
災害時用非常食の無料配布について

　総務課では、防災意識の啓発と食品ロス削減
の観点から、下記のとおり災害時用非常食の無
料配布を行います。

　今年度、各地区の集会場等に災害時の非常用
として備蓄している、非常食の更新を行いまし
た。今回は、廃棄ロスを防ぐ目的もあり、早め
の更新を行いましたので、賞味期限内の非常食
を無料でお配りします。この機会に、ご試食し
てみてはいかがでしょうか。

記

日　　　時：6月 17日（金）午前 8時 30分～
　　　　　　※無くなり次第終了します。

場　　　所：昭和村公民館（1階ロビー）
無料配布品：非常食のクラッカー（菓子）　350袋　　
　　　　　　※賞味期限は 2022年 9月です。
　　　　　　お一人様 :1袋（26枚入り 88g）
　　　　　　までとします。

そ　の　他：非常用保存食アルファ米炊き出し
　　　　　　セット　19箱（1箱：白飯 50食分）
　　　　　　※賞味期限は 2022年 9月です。

（内容量が 5㎏で、水又はお湯 8Lを
入れ仕上がりは、13kgになります。）　
※アルファ米炊き出しセットをご
希望の方は、6月 30日までに総務
課総務係（電話 57-2111）までご
連絡ください。多数の場合は、抽選、
数量調整をさせていただきます。

※いずれも数に限りがあります。

　問 総務課 総務係 ☎  57-2111

周知 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。

会津坂下警察署からのお知らせ

子供、高齢者の交通事故防止
　子供や高齢者の交通事故の多くは歩行中や横
断中に起きています。
　車を運転する方は、発進時の周囲の安全確認
や横断者の有無を確かめましょう。

　安全な横断　3つの心得
　その１　必ず止まって安全確認
　その２　左右の車が完全に途絶えてから横断
　その３　横断中も車の動きに注意

県内でなりすまし詐欺被害急増中
　次のような電話やメールが来たら、詐欺を疑
いましょう！
●アダルトサイト等の有料サイト利用料金が
支払われていない。

●介護保険料の還付金がある。受取期日は今
日まで。

●税金を多く支払っていたため、払い戻しが
ある。

●近くの ATMで還付金の手続きができる。

　問 会津坂下警察署昭和駐在所 ☎ 57-2110

周知
道の駅からむし織の里しょうわに公園開設

「ラッキー公園 inしょうわむら」開園のお知らせ
　昨年 10月に世界的人気のポケモンをプロ
デュースする株式会社ポケモンから、ふくしま
応援ポケモン「ラッキー」をモチーフとした複
合遊具及び周辺設備一式の寄贈を受け、地域住
民や村外の来場者から長く親しまれる交流の場
となることを目的に、道の駅からむし織の里しょ
うわ内にラッキー公園を設置しました。開園に
先立ち、下記のとおり開園式を行いますのでお
知らせいたします。

　なお、開園式終了後以降は、遊具を使用して
遊ぶことができますので、皆様のご来園をお待
ちしております。

記

日時：令和4年6月28日（火） 10時30分から
会場：道の駅からむし織の里しょうわ
　　　歳時記広場

内容：式辞、来賓祝辞、ラッキー登場、
　　　テープカット等

備考：公園や遊具は公共の施設ですので、ルー
ルやマナーを守り使用してくださるようお願い
いたします。

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/
Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任
天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録
商標です。

　問 産業建設課 観光交流係 ☎  57-2124

周知
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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。

6月 26日（日）休日当番医となります。
月日 内科　　　歯科 バス

6月 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

22日（水）検査日 ○

23日（木） ○ ○ 松山～野尻

24日（金） ○ ○ 大芦

27日（月） ○ ○ 下中津川

28日（火） ○ ○ 小中津川～両原、小野川

29日（水）検査日 ○
30日（木） ○ ○ 松山～野尻

7月 1日（金） ○ ○ 大芦

4日（月） ○ ○ 下中津川

5日（火） ○ ○ 小中津川～両原、小野川

○ 内科(16日㈭　午後休診)
　  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(17日㈮　休診)
　  午前9:00～11:30
　  午後 13:30～ 16:00
　問 診療所 ☎  57-2255

周知
喰丸小チャレンジショップ

「よいやれ屋」7月のご案内
　7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
7/2（土） やまなみ会

工房風雲
食品他
手提籠他

7/3（日） 笑和の会
工房風雲

手仕事
他手提籠他

7/8（金） 吉川美保 会津木綿製品

7/9（土） 吉川美保
工房風雲

会津木綿製品
手提籠他

7/10（日） 菅家豊
工房風雲
Umico

マタタビ細工
手提籠他
お菓子

7/15（金） 吉川美保 会津木綿製品

7/16（土） やまなみ会
吉川美保
笑和の会
燈日草
工房風雲

食品他
会津木綿製品
手仕事他
書店
手提籠他

7/17（日） 秋桜の会
木の実木のまま
工房風雲
燈日草

食品他
手作り小物
手提籠他
書店

7/18（月） 木の実木のまま手作り小物

7/23（土） のんこんの
工房風雲

絵、ぬり絵
手提籠他

7/24（日） のんこんの
菅家豊
工房風雲

絵、ぬり絵
マタタビ細工
手提籠他

7/30（土） やまなみ会
工房風雲

食品等
手提籠他

7/31（日） 笑和の会
工房風雲

手仕事他
手提籠他

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
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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。

昭和村姉妹都市交流促進事業のお知らせ

草加市地場産品まるごとセットプレゼント企画
　草加市より、昭和村との姉妹都市交流事業が
新型コロナウイルス感染症拡大により、例年の
ように実施できなかったため、昭和村の皆様に
草加市の魅力を改めて感じてもらいたいという
思いから姉妹都市交流事業の一環として、抽選
で 50名に草加せんべい・皮革製品・注染手ぬぐ
いが贈呈されます。

　なお、残念ながら落選されてしまった方には
草加市ノベルティグッズが贈呈されます。

・応募条件

　昭和村に在住・在勤しており、下の条件のど
ちらかを満たしていること

①草加市文化観光課の Facebookまたは、
　インスタグラムをフォローすること

②専用応募用紙のアンケートに回答すること

・応募期間

　令和 4年 7月 11日（月）～ 8月 12日（金）
・応募方法

　専用応募用紙に記入の上、昭和村役場観光交
流係 (喰丸小 )までお持ちください。
　なお、応募用紙は役場、喰丸小にございます。

　問 産業建設課 観光交流係 ☎  57-2124

周知「イチョウの木のした
  手仕事マルシェ」のご案内

　6月25日(土)、26日(日)は「イチョウの木のし
た　手仕事マルシェ」を開催いたします。従来
のチャレンジショップ「よいやれ屋」に加え、
村外団体の出店も行います。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
6/25（土） のんこんの

工房風雲
淡々艸々
只見名物！味付
けマトンケバブ

ぬり絵
一閑張りうちわ
からむし製品
マトンケバブ

6/26（日） のんこんの
工房風雲
淡々艸々
菅家豊
ティールーム山
ねこ

ぬり絵
一閑張りうちわ
からむし製品
マタタビ細工
奥会津ピザ

（順不動）

　問 産業建設課 観光交流係 ☎  57-2124

周知
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募集 資源ごみ回収業務受託者募集について

　資源ごみ回収業務の受託者について募集しま
す。詳細は、保健福祉課までお問合わせください。

業 務 内 容 資源ごみ回収業務

募 集 人 数 1名
勤 務 地 村内

必要資格 /経験 中型自動車免許又は普通自動
車免許

委 託 期 間
令和 4年 7月 1日～
令和 4年 11月 30日まで

勤 務 日 村が指定する日

業 務 時 間 村が指定する時間

委 託 額 日額　7,890円

服 務
契約書に基づき、業務上知り得
た情報には守秘義務が発生し
ます。

募 集 締 切
令和 4年 6月 27日（月）
午後 5時まで

応 募 方 法

委託業務受託申込書・健康診断
書を提出してください。受託申
込書は担当課で配布していま
す。

選 考 方 法 提出書類の審査等にて決定し
ます。

　問 保健福祉課 ☎ 57-2645

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）は中止とさせて
　　　　　　　いただきました。
　・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：7月 16日（土）
　　　　　　　午前 10時 30分から正午まで
　・第 4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


