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・「第35回からむし織の里フェア」開催のお知らせ
・聞こえと補聴器の相談会のお知らせ

・マイナンバーカードについてのお知らせ

・昭和村遊泳プール開放について
・「会津若松消防本部【公式】Twitter」の運用を開始しました
・【水稲】あぜ道指導会の開催について

・診療所からのお知らせ
・昭和中学校資源回収ご協力の御礼
・昭和村無料PCR検査について

・夏休みの放課後児童クラブ有償ボランティア募集について

・会計年度任用職員の募集について

・苧引き研修生募集のご案内
・「昭和村いいがなうめぇがな市」の参加者募集

・アクティブシニア活動支援事業委託実施団体募集について
・市民後見人養成講座 受講生募集

・「矢ノ原湿原」勉強会について
・昭和学（地元学）講座（兼 文化財講習会）の開催について

周知

募集

イベ
ント

昭和村原油価格・物価高騰等事業者影響緩和緊急支援金のご案内
　コロナ禍による原油価格・物価高騰等の影響を受けている村内商工業者及び村内農林漁業者が事業
を継続するための支援です。
●対 象 者　　①村内に事業所があり、令和 4年 6月末時点で事業を営む法人及び個人事業主（小

売業、宿泊業、飲食業、製造業、理美容業、建設業、建築業、サービス業など）
②村内に住所を有し、令和 4年 6月末時点で事業を営む農林漁業者（認定農業者、
認定農業者に準ずる者、販売農家、新規就農者（村内で独立就農し 6年以内の方）、
法人、組合）

●支援金額　　一律 30,000円
●申請方法　　交付申請書、令和３年分の確定申告書写し又は、令和３年分の売上高等の実績が確認

できる書類、通帳の写し
●申 請 先　　昭和村役場産業建設課産業係
●申請期間　　令和 4年 7月 6日（水）～令和 4年 12月 19日（月）
●そ の 他　　申請書は、ホームページ及び産業係にあります。

　問 産業建設課 産業係 ☎ 57-2117

周知

急募
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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「第 35回からむし織の里フェア」
開催のお知らせ

　「からむし織の里フェア」を 3年ぶりに開催い
たします。日程を 1日間に短縮し、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止対策等のため規模を縮
小しての開催となります。（状況によっては内容
の変更や中止となる可能性があります）

●日時：7月 23日（土）
　　イベント：午後 1時～午後 8時
　　出　　店：午前 11時～午後 6時 30分
●場所：道の駅からむし織の里しょうわ

●主な内容：からむし織等の実演、畑見学※、
　　　　　　着物ショー、着物撮影会※、
　　　　　　村民団体芸能ステージ、大抽選会、
　　　　　　花火大会
※印は事前申し込み制（人数限定）です。7月 7
日より電話で受け付けます。

　詳細につきましては 7月 20日の広報しょうわ
お知らせ版、または村内施設で配布するチラシ
をご覧ください。

　なお、例年は村内事業所の皆様などにご協賛
のお願いをしておりましたが、今回は縮小開催
のためご協賛の募集はしないことといたしまし
た。

　問 からむし織の里フェア実行委員会運営チーム
　　  （昭和村観光協会事務局内） ☎ 57-3700

耳の聞こえについてお悩みはありませんか？

聞こえと補聴器の相談会のお知らせ

日　　時　令和 4年 7月２６日（火）
　　　　　午後 1時～３時
場　　所　すみれ荘
担当医師　大原綜合病院　高取　隆　医師

「最近耳の聞こえが悪くなった」「補聴器の調子
が悪い」など、少しでも耳に不安をお持ちの方、
相談したい方はお越しください。

・福島県障がい者総合福祉センター主催の相談会
です。

・身体障害者手帳（聴覚障害）を所持している方
は、障害者総合支援法による補装具支給判定
が受けられます。

・身体障害者手帳を持っていなくても、聴力検査、
補聴器の相談ができます。

・高価な補聴器販売を目的とする相談会ではあり
ません。
※相談会出席には事前予約が必要です。別添の
申込書または電話で 7月 15日（金）までに
保健福祉課までお申し込みください。
※送迎が必要な方はご相談ください。

　問 保健福祉課 ☎ 57-2645

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。

9/30までにカードを申込んでお得なポイントをもらいましょう
マイナンバーカードについてのお知らせ

1.マイナンバーカードをお持ちでない方
令和 4年 9月 30日までにカードを申込むと下記のポイントがもらえます。
役場窓口で簡単にカードが作れますので、ぜひおいでください。なお、スマートフォンやパソコン、
郵便による申請もできますので、ご利用ください。

〈マイナンバーカード総合サイト〉
https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/

2.マイナポイント第 2弾について（最大２万円分）
現在実施中の国のマイナポイント制度について、6月 30日以降新たに行っていただく手続きが増え
ました。以前に下表①～③の手続きを行っている全ての方も新たに④の手続きを行う必要がありま
す。
【ポイントを受け取る条件】
●マイナンバーカードを持っている方
●新しくマイナンバーカードを申込んだ方（令和 4年 9月 30日まで）
●キャッシュレス決済を利用する方、又は新しく申込んだ方
●ポイント申込期限までに申込んだ方（令和 5年 2月 28日まで）

必要な手続き項目 金額

① カードとキャッシュレス決済の紐付け 最大 5,000円分
② カードへの保険証機能設定 定額 7,500円分
③ カードへ公金受取口座の登録設定 定額 7,500円分
④ ②③のポイントを受け取るための申請 全ての方が対象

①を受領済みの方は、②③のみ受取れます。
④は 6月 30日から国のホームページ及びマイナポイントアプリから登録可能となっています。
制度の詳細やキャッシュレス決済については、下記の国ホームページを参照いただくか、住民係へお
問い合わせください。いずれの手続きも、お持ちのスマートフォンから行う事ができますが、役場窓
口でも設定のサポートをいたします。お気軽においでください。

＜総務省マイナポイントホームページ＞
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

　問 総務課　住民係 ☎ 57-2115

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。

災害・消防防災情報をいち早くお知らせします！

「会津若松消防本部【公式】
Twitter」の運用を開始しました

　令和4年6月1日から会津若松消防本部【公式】
Ｔｗｉｔｔｅｒ（ツイッター）の運用を開始し
ました！
　会津若松消防本部管轄地域内の災害情報や消
防防災に関する情報などをいち早くお知らせし
ます！

フォローはこちら
↓↓↓

アカウント名：＠ aizushoubo
運用ポリシーを当消防本部ホームページに掲載
しておりますのでご確認のうえご利用ください。

　問 会津坂下消防署昭和出張所 ☎ 57-2119

周知

7月 25日 (月 )～ 8月 5日 (金 )まで
昭和村遊泳プール開放について

◯プール開放について
・期間中プールを使用できるのは小・中学生に限
られます。

・村外の児童・生徒が利用する場合は前日までに
教育委員会に連絡をするとともに、当日保護
者の付き添いをお願いします。

◯プール開放期間
　令和 4年 7月 25日 (月 )～ 8月 5日 (金 )
　※土日・祝日は開放しません。

◯送　迎
　行き：松山・大芦・大岐を午後 1時に出発
　帰り：午後 3時 15分　公民館前出発
※バス運行時間の都合上、停留所に人がいな
い場合は待たずに素通りします。

◎天候の悪化により、プール開放を中止する場
合は防災無線で周知します。

　問 教育委員会 ☎  57-2164

周知 【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　敏伸先生よりご説明頂きます）

月日
時間 7月 13日（水） 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 7月 14日（木） 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
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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
7月 6日（水） 検査日 ○

7日（木） ○ 休診 松山～野尻

8日（金） ○ ○ 大芦

11日（月 ) ○ ○ 下中津川

12日（火） ○ ○ 小中津川～両原、小野川

13日（水）検査日 ○

14日（木）午後休診 ○ 松山～野尻

15日（金） ○ ○ 大芦

18日（月） 祝日 海の日

19日（火） ○ ○ 小中津川～両原、小野川

20日（水）検査日 ○
21日（木） ○ ○ 松山～野尻

22日（金） ○ ○ 大芦

25日（月） ○ ○ 下中津川

26日（火） ○ ○ 小中津川～両原、小野川

○ 内科(7/14(木) 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
　  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。

昭和中学校資源回収ご協力の御礼

　6月 18日（土）の昭和中生徒会・同ＰＴＡ
による資源回収では多大なるご協力をいただき、
誠にありがとうございました。

　今年度の資源回収では、63,173円の大きな収
益を得ることができました。この収益金は、生
徒会および生徒活動後援会の活動資金として有
効に活用させていただきたいと思います。

　今後とも、本校教育活動へのご支援とご協力
を賜りますようお願いいたしまして御礼といた
します。

昭和中学校長　佐藤　隆彰

同ＰＴＡ会長　五十嵐道夫

同生徒会会長　山内　嘉衣

　問 教育委員会 ☎ 57-2114

周知

周知
新型コロナウイルス無料 PCR検査
昭和村無料 PCR検査について

　現在役場では村民の方、村内で勤務している
方、村内に居住している方を対象に不安払拭と
感染拡大防止を図ることを目的に無料 PCR検査
事業を行っております。
　今までは保健福祉課に直接、電話や口頭にて
申し込みを行っておりましたが、7月より昭和村
ホームページ及び昭和村公式 LINEからも申し込
みが出来るようになりました。
　詳しくは、昭和村ホームページ及び昭和村公
式 LINEをご確認ください。

無料 PCR検査の受付フォームはこちら

　問 保健福祉課 ☎ 57-2645
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小学校特別支援教育等支援員

会計年度任用職員の募集について

　特別支援教育に従事する特別支援教育等支援
員を募集します。

業 務 内 容 特別支援教育等支援員

募 集 人 数 1名
勤 務 地 昭和小学校

必要資格 /経験 ＰＣ操作
普通自動車免許

雇 用 期 間 採用日～令和 5年 3月 31日

勤 務 日
月曜日～金曜日
※土日祝祭日でも行事がある
場合は勤務日になります。

業 務 時 間
午前 8時～午後 4時
※行事等がある場合は前後す
る事があります。

給 料 1日 7,783円～

社 会 保 険
健康保険・厚生年金保険・雇用
保険

服 務
一般職の地方公務員として、守
秘義務、職務専念義務など服務
上の規程が適用されます。

募 集 締 切
令和 4年 7月 29日（金）
午後 5時まで

応 募 方 法
履歴書及び健康診断書の写し
を提出ください。

選 考 方 法 提出書類の審査等にて決定し
ます。

　問 教育委員会 ☎ 57-2114

募集

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

昭和村放課後児童クラブ

夏休みの放課後児童クラブ
有償ボランティア募集について

　放課後児童クラブとは、保護者の方が仕事な
どで家庭にいない間、小学生のお子さんの遊び
や生活を支援する場です。
　夏休みに子どもたちと学び、遊び、見守って
くださる方を募集しております。
　（夏休みだけでなく、長期でお願いできる方も
募集しております。）

■対象者
　●心身ともに健康な方。　
　●子育てに関して熱意のある方。
　●年齢制限や必要資格は特にありません。
■仕事内容
　●子どもの安全確保や見守り
　●子どもと遊ぶ
■日時
　●平日の 8：00～ 18：00の間で要相談
　　（不定期・シフト制）
　●夏休み以外は放課後～ 18：00
■場所
　昭和村公民館　など
■支払報酬
　時給 828円
■申込方法
　昭和村保健福祉課へご連絡ください。

　問 保健福祉課 ☎ 57-2645

急募
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苧引き研修生募集のご案内

　年々、からむし生産に携わる人が高齢傾向に
ある現在、当協会でも人材確保が難しくなって
きています。
　そこで、からむし後継者育成の一環として、
研修に参加して苧引き技術を習得していただけ
る方を募集いたします。からむし栽培を始めた
いけれど苧引きの仕方が分からない、苧引きの
コツを知りたい、などの興味のある方大歓迎で
す。1日からの参加でも構いません。気軽に、ご
相談ください。

期　間　7月 24日 (日 ) ～ 10日程度
　　　　＊日数は変更がある場合もあります。
時　間　午前 8:00～午後 5:00
定　員　5名程度
＊応募者多数の場合は保存協会にて選考させて
いただきます。
備　考
・野尻体育館へはご自分で通所下さい（送迎はあ
りません）。

・研修期間中は、研修手当てを支給いたします（経
験の有無により査定）。

申込方法
氏名、住所、生年月日、電話番号、経験の有
無（ある場合は年数）を下記の申込期限までに、
お電話でご連絡ください。

申込期限　7月 19日（火）まで
問合せ先・申込先
　昭和村からむし生産技術保存協会

　（からむし会館内）

　担当：舟木由貴子

　問 昭和村からむし生産技術保存協会　 ☎  57-2216

募集
草加市で行う村の特産品販売にご協力いただける方を募集します

「昭和村いいがなうめぇがな市」
の参加者募集

　令和４年度姉妹都市交流事業の一つとして、
農産物に限らず、加工品などの物産品を含めた
販売を行う事業「昭和村いいがなうめぇがな市」
を実施いたします。
　なお、新型コロナウイルス感染状況によって
は中止の判断をさせていただく場合もございま
すので予めご了承ください。
●事業概要
　草加市民に昭和村をより身近に感じてもらう
ことを目的として行う事業です。出店に対して
車両代を含む旅費相当分をお支払いします。
●募集対象
昭和村産の商品の生産又は製造を行う村内団体、
または個人。
●募集期間
令和 4年 7月 20日（金）まで
●開催日

開催日 会場

8月 20日（土）

草加マルイ 1階
9月 10日（土）
10月 8日（土）

11月 19日（土）

　参加を希望される団体・個人の方は、喰丸小
に応募用紙がございますので、ご記入の上、喰
丸小までお持ちいただくか、FAX（42-7322）
にてお申し込み下さい。

　問 産業建設課 観光交流係 ☎ 57-2124

募集

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。



 (8)  広報しょうわ　お知らせ版　No.071

高齢者の活動を応援！

アクティブシニア活動支援事業
委託実施団体募集について

　元気で活力がある高齢者等の活動を支援し、
生きがいづくりや仲間づくり、社会参加の場を
創出することを目的とする「アクティブシニア
活動支援事業」の実施団体（任意団体も可）を
募集します。下記の事業内容に基づき「仲間と
共に新しい活動を始めたい」、「高齢者のために
活動したい」という団体に随時事業説明を行い
ますので、興味のある方は保健福祉課へご連絡
ください。

応募締切　　令和 4年 7月 25日（月）
　※実施団体が少ない場合は再募集いたします。

事業内容
（1）社会参加活動や生きがいづくり等の事業
（2）健康づくり（介護予防）事業
（3）地域支え合い事業
（4）若手高齢者組織化・活動支援事業
（5）その他高齢者の福祉向上に関する事業
ただし、次の事業は対象外です。
（1）営利を目的とした事業
（2）特定の個人等のために行われる事業
（3）政治的、宗教的な活動に関する事業
（4）単に親睦、懇親を目的とした事業
（5）他の補助金や交付金を充てて行う事業

事業の例
　体操教室、ウォーキング大会、スポーツ大会、
介護予防講習会、歌や踊りの発表会、集いの場
の開設、手芸教室、環境美化活動など。
　昨年度は「大芦の手づくり文化祭」を実施し
ています。

　問 保健福祉課 ☎ 57-2645

募集
特定非営利活動法人あいづ安心ネット主催

市民後見人養成講座 受講生募集
　認知症や知的障がい、精神障がいなどにより
判断力が低下した方々を支える制度の一つに成
年後見制度があります。成年後見制度の必要な
方は、今後ますます増えると見込まれ、その担
い手として、地域住民の方々が後見人になる「市
民後見人」が期待されています。

　下記により市民後見人養成講座が開講されま
すので、関心のある方は事前説明会へお申し込
みください。

事前説明会：令和 4年 7月 31日（日）　
　　　　　　10時～ 12時
　　　　　　ピカリンホール（会津若松市）
講座日程：8/20、9/3、9/17、10/1、10/15、
　　　　　11/5、11/19（いずれも土曜日）
※講座を受けるために、事前説明会への参加が
必須になります。
※修了のためには、全日程の参加が必要です。

費用　受講料10,000円、テキスト代7,480円（合
計 17,480円）
申込期限　令和 4年 7月 15日（金）まで
申込先　特定非営利活動法人あいづ安心ネット
　　　　事務局又は昭和村役場保健福祉課

≪連絡先≫特定非営利活動法人あいづ安心ネット
住所：福島県会津若松市西年貢一丁目 4番 26号
電話：0242-23-9014　FAX：0242-23-9015
メール：aizu-anshin-net@fmail.plala.or.jp

　問 保健福祉課 ☎ 57-2645

募集

▼  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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ゆっくり歩くと色々な物が見えてくる !? 
昭和学（地元学）講座
（兼 文化財講習会）の開催について

　今年度のテーマは「先史時代の遺跡と集落景
観を読む」です。村内各集落に先史時代の遺跡
があり、未報告の物も多数存在します。フィー
ルドワークで地区を歩き、先史時代において人
が生活するのに選んだ場所を見ていきます。
　今年も文化財保護審議会委員長　菅家博昭氏
に講師をお願いし、フィールドワークを３回、
その後、座学を３回行いますので、皆さま是非
ご参加ください。

●参加費無料

●雨天決行

●参加を希望される方は開催日の前日までに、
お電話等で教育委員会までお申し込みください。

・次回は８月下旬～９月上旬頃を予定していま
す。（小野川地区）

日時 集合場所 歩く集落
7月19日（火）
9時～ 11時

道の駅からむし織の
里しょうわ駐車場

佐倉
(観音寺 )

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

　問 教育委員会 ☎ 57-2114

イベ
ント

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 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】　矢ノ原湿原駐車場

【講師】　福島県植物研究会　二瓶重和さん　他

【内容】
現地で様々な植物を観察し、森林・沼・湿原
の関係性についても学びます。初心者から湿
原の案内人レベルまで幅広い内容です。

【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）、
　飲み物、マスク（屋外での距離を取った活動や、
　熱中症の危険がある場合は外します）

【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



　お申し込み一覧

聞こえと補聴器の相談会　 ▼　保健福祉課
（〆切 :7月 15日㈮）

氏名 住所 電話番号 相談内容




