
広報しょうわ　お知らせ版　No.074 (1)

お
知
ら
せお

願
い

■ 令和 4年 8月 17日発行　No.074
■ 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
 TEL 0241-42-7717　FAX 0241-57-3044（代表）

昭和村社会福祉協議会より

弁護士相談会開催のお知らせ

　昭和村社会福祉協議会では、令和 4年度弁護
士相談会を次の通り開催いたします。相談を希
望される方は事前にお申し込みください。
　詳しくは、社会福祉協議会で発行している「こ
ねっと！」9月号（裏面）をご覧ください。

＜弁護士相談会＞
日　　時：令和 4年 9月 16日（金）
　　　　　午前 10時から正午まで（2時間）
相談会場：すみれ荘　保健相談室

＜申し込み締め切り日＞
　令和 4年 9月 8日（木）までに社会福祉協議
会へお申し込みください。
　なお、申し込み締め切り日までに、相談希望
者がお一人もいらっしゃらない場合は、「中止」
としますのでご了承ください。

　問 昭和村社会福祉協議会 ☎ 57-2655
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・弁護士相談会開催のお知らせ 
・令和４年度敬老会中止のお知らせ
・「防災訓練の実施について」
・臼井万紀子氏による舞の奉納について
・草加市内小学校自然教室中止のお知らせについて
・「よいやれ屋」9月のご案内
・診療所からのお知らせ
・蜂の巣の駆除について

・生涯学習講座「英会話教室（後期）」開催

・「矢ノ原湿原」勉強会について 
・古文書教室の開催について
・文化研修会の開催について
・昭和学（地元学）講座（兼 文化財講習会）の開催について
・古文書の整理作業を体験しましょう！
・古文書座談会の開催について

・昔の生活道具についての話をお聞かせください

周知

募集

お願い

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

イベ
ント

相談

相談

令和４年度敬老会中止のお知らせ

　毎年９月に開催している敬老会につきまし
て、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と、
出席者・関係者の健康と安全の確保のため、今
年度も中止といたします。

　つきましては、敬老会の中止に伴い、ご長寿
のお祝いとして、70歳以上の方（昭和28年4月
1日以前に生まれた方）を対象に、商品券3,000
円分と昭和小学校・中学校の児童・生徒たちか
らのメッセージカードをお届けいたします。

　日時：令和4年9月16日（金）

※職員が順次お伺いいたします。
※不在の場合は、後日ご連絡のうえお届けいた
します。

　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。

臼井万紀子氏による
舞の奉納について

　この度、(株)奥会津昭和村振興公社主催によ
り、舞の奉納を実施することになりました。つ
きましては、村民の皆様方も御来場いただき、
雅な舞をお楽しみください。

1．開催日程
　  令和４年８月27日（土）
　  気多神社（小中津川）奉納：14時10分
　  からむし畑（大芦区長事務所近隣）奉納：16時10分
　  ※雨天時は大芦区長事務所
2．題『一条ノ光』
3．出演関係者　献舞：臼井万紀子

露払／伴奏：苳英里香
後見：東泉沙也夏・折道沙紀
衣装制作：真砂三千代

4．臼井万紀子氏の略歴 
　1965年京都生まれ。母方の祖父は西陣織の織
匠、故山口伊太郎氏。20代は全国を旅し見識を
広める。幼少期から成人するまで身体が弱かっ
たこともあり、30代からは人々の心と身体のケ
アに興味を持ちセラピストの道を歩み40歳で独
立。50歳を過ぎ、身体表現に興味を持ち、舞を
始める。令和3年より舞踊家、苳英里香に師事。
自身の表現を探求し続けるべく各地で舞を奉納
している。

5．これまでの経緯
　以前から東北地方や本村に興味を持ち、から
むし織を購入したことをきっかけに来村。上質
なからむしを育む昭和村の自然やからむしの伝
統を引き継ぐ人々のへの感謝を込めて舞を奉納
することとなった。

　問 (株 )奥会津昭和村振興公社 ☎  57-2204

周知「防災訓練の実施について」

　昭和村消防団では、9月11日（日）に防災訓
練を関係機関と連携して実施します。対象地区
は、松山地区から小中津川地区で、下中津川新
田地区では、土砂災害を想定した住民の避難訓
練を実施し、避難所を昭和小学校体育館とし
て、避難所開設訓練も行います。また、昭和小
学校グラウンドでは、初期消火訓練を実施しま
す。

　コロナ禍を想定した防災訓練で、感染防止対
策を行いながら実施します。初期消火訓練は、
どなたでも参加できますので、この機会に、消
火器の使用手順を再確認してみてはいかがで
しょうか。
　訓練の様子など、どなたでも見学できますの
で、皆様のご参加とご協力をよろしくお願いい
たします。
　訓練の内容は、次のとおりです。

■訓練内容等
　〇避難訓練
午前8時30分　大雨洪水警報発令
午前9時20分　『高齢者等避難』発令
➡下中津川新田地区から昭和小体育館へ避難
開始　
午前9時45分　『避難指示』発令
➡下中津川新田地区　住民の方全員が避難
午前10時50分　『大雨洪水警報・避難指示』解除

　〇避難所開設訓練
午前8時45分　避難所開設要請・開設準備
午前9時30分　避難者受け入れ開始
※訓練の様子を見学できます。

　〇情報伝達訓練・避難誘導訓練
午前8時30分　災害対策本部と現地対策本
部、松山～小中津川地区の消防団による情報
伝達（無線・電話による訓練）、避難誘導・
避難者の帰宅支援実施

　〇初期消火訓練
午前9時00分　消火器を使った消火訓練の実
施
※どなたでも参加できます。（午前10時30分
まで）

　午前11時30分頃　防災訓練終了

　問 総務課 総務係 ☎  57-2111

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。

草加市内小学校自然教室の中
止のお知らせについて

　姉妹都市草加市の小学校２校が自然教室（体験
学習）を行う予定でしたが、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大のため中止となりました。自然
教室の実施に際して、村民の皆様にご協力をお願
いしておりましたが、受け入れが中止になったた
め、下記によりお知らせいたします。

記

1．自然教室受け入れ中止
(1)長栄小学校　　令和4年8月17日(水)～19日(金)
(2)両新田小学校　令和4年8月24日(水)～26日(金)

2．自然教室受け入れ中止に伴うお知らせ
(1)しらかば荘の村民日帰り入浴時間について
 　8月17日(水)～18日(木)及び8月24日(水)～25
日(木)のしらかば荘温泉入浴について、午後3時
までの時間短縮をお願いしておりましたが、受
け入れが中止になったことから、通常どおりに
利用可能となります。詳しくはしらかば荘へお
問い合わせください。

(2)村道下中津川大芦線（小学校付近の橋～矢ノ
原湿原トイレ駐車場）の一時通行止めについて
　8月17日（水）及び8月24日（水）の一部時間
帯について、大型バスの通行が予定されていた
ため、一時通行止めのお知らせをしておりまし
たが、受け入れが中止になったことから、通常
どおり通行が可能となります。

　問 産業建設課 観光交流係 ☎  57-2124

周知
喰丸小チャレンジショップ

「よいやれ屋」9月のご案内
　9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

9/3（土） やまなみ会
工房風雲

食品他
手提籠他

9/4（日）

笑和の会
工房風雲
菅家豊
羊の森

手仕事
手提籠他
マタタビ細工
国産羊毛の糸紡ぎ、小物

9/10（土）

笑和の会
燈日草
工房風雲
のんこんの

手仕事
書店
手提籠他
絵、ぬり絵

9/11（日）

秋桜の会
燈日草
工房風雲
羊の森

食品他
書店
手提籠他
国産羊毛の糸紡ぎ、小物

9/17（土）
やまなみ会
工房風雲
淡々艸〃

食品他
手提籠他
からむし製品

9/18（日）

笑和の会
工房風雲
淡々艸〃
羊の森

手仕事
手提籠他
からむし製品
国産羊毛の糸紡ぎ、小物

9/19（月） 淡々艸〃
羊の森

からむし製品
国産羊毛の糸紡ぎ、小物

9/24（土） 木の実木のまま
工房風雲

手作り小物
手提籠他

9/25（日）

やまなみ会
木の実木のまま
のんこんの
工房風雲

食品他
手作り小物
絵、ぬり絵
手提籠他

（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。

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、早めの受診をお願いします。

8月 21日（日）の休日当番医は、遠山眼科医院
（坂下）から、星医院（坂下）に変更となります。

月日 内科　　　歯科 バス
8月 17日（水） 休診 休診

18日（木） ○ ○ 松山～野尻

19日（金） ○ ○ 大芦

22日（月 ) ○ ○ 下中津川

23日（火） ○ ○ 小中津川～両原、小野川

24日（水）検査日 午後○

25日（木） ○ ○ 松山～野尻

26日（金） ○ ○ 大芦

29日（月 ) ○ ○ 下中津川

30日（火） ○ ○ 小中津川～両原、小野川

31日（水）検査日 ○

9月 1日（木） ○ ○ 松山～野尻

2日（金） ○ ○ 大芦

5日（月） ○ 休診 下中津川

6日（火） ○ ○ 小中津川～両原、小野川

○ 内科
　  午前  9:00～11:30 / 午後14:00～16:15
○  歯科（８月24日午前、9月5日休診）
　  午前9:00～11:30 / 午後13:30～16:00
　問 診療所 ☎  57-2255

周知
ハチの活動が活発化しています

蜂の巣の駆除について

　ハチは、巣を雨風の当たらないところに作り
ます。家の周りで多くのハチを頻繁に見かける
ときは、近くで巣を作っている可能性がありま
す。ハチを刺激しないように少し離れた場所か
らハチを観察し、ハチが飛ぶ方向等から、ゆっ
くり慎重に、巣の位置を確認しましょう。
　保健福祉課では、防護服・駆除器具の無料貸
し出しを行っておりますので、ご利用を希望さ
れる方はご連絡ください。
　また、殺虫剤についてもご相談ください。
　なお、職員による駆除の請負は行っておりま
せんのであらかじめご承知おきください。

　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。

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 4回目：8月 20日（土）
　　　　　　　午前 10時から正午まで
　・第 5回目：9月 10日（土）
　　　　　　　午前 10時から正午まで
【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
　　　　福島大学共生システム理工学類
　　　　黒沢高秀 教授
【内容】
第 4回は水生植物を観察します。胴長を着用
して沼の中に入りますが、胴長の数が限られ
ているため、参加人数によっては順番に観察
していただきます。

【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）、
　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）
　胴長や箱メガネ（お持ちの方はご持参ください）

【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

Let‘s Enjoy English ！
生涯学習講座「英会話教室（後期）」開催

　アンニック先生と国際交流しながら、気軽に
簡単な英会話を学んでみませんか。

●開催日　①   9月 21日（水）
　　　　　② 10月 19日（水）
　　　　　③ 11月 16日（水）
　　　　　④ 12月 14日（水）
●時　間　各回 18:30～ 19:30
●場　所　昭和村公民館　2階研修室
●講　師　アンニック先生
　　　　　　（昭和村小中学校英語指導助手）
●内　容　初心者向けの日常英会話を中心に　　　
　　　　　学びます。
●定　員　10名程度
●参加費　無料
●持ち物　マスク・筆記用具
●申込方法　お知らせ版最終頁の申込用紙に

ご記入の上、9月 8日（木）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
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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

　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
8月 27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

史料から辿る新選組の本当の姿とは

文化研修会の開催について

　昭和村文化協会・千歳学級合同の研修会を開
催しますので、皆さま是非ご参加ください。

1．開催日時
8月 28日（日）
午前 8時 30分～午後 5時

2．内容・会場
①「福島県版画展」会場：じげんプラザ
町村では初めての開催となる版画展を見学
②「新選組展 2022」会場：県立博物館
令和 4年度夏の企画展を見学

※「天然理心流演武」は定員に達したため見学
できません。企画展と常設展のみ見学します。

3．持ち物
マスク

4．参加申込
8月 22日（月）までにお電話等でお申し込
みください。

5．その他
参加は文化協会加盟団体の会員、千歳学級生
のみとさせていただきます。

　問 教育委員会 ☎ 57-2114

イベ
ント

▼  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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お家に昔の書、文書はありませんか？

古文書の整理作業を体験しましょう！

　以前に古文書座談会で教えていただいた先生
方と一緒に、実際に古文書をどのように整理し、
保管すれば良いのかを体験しましょう。
　また、ご自宅などに眠っている古文書（立派
な書類に限らず、日々の日記のようなものでも
結構です）がありましたら是非ご持参ください。
お手入れの方法、取り扱い方についても教えて
頂きます。
　色々な古文書に触れて、古文書への理解を深
めましょう。

1．開催日時
9月 2日（金）午後 2時～午後 5時
9月 3日（土）午前 9時～午後 5時
9月 4日（日）午前 9時～午後 2時
（上記の期間中、自由に出入り可能です。）
（村内に出かける場合もありますので、詳し
くはお問い合わせください。）

2．会場
昭和村公民館

3．講師
元明治大学　文学部教授　吉田優さん
和洋女子大学　人文学部准教授　小野真嗣さん
からむし工芸博物館　松尾悠亮さん

4．持ち物
マスク、古文書
（古文書は持参しなくても構いません。公民
館にある古文書で作業体験できます。）

5．参加申込
9月 1日（木）までにお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

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。
【8月 31日は特別講師として、福島大学共生シ
ステム理工学類　黒沢高秀教授も参加します】

●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 10月上旬頃を予定しています。
　（松山地区）

日時 集合場所 歩く集落

8月31日（水）
9時～ 11時

大岐管理センター前
駐車場

小野川
（大岐・
  奈良布）

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

▼  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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お願い
大学生の聞き取りへのご協力のお願い

昔の生活道具についての話をお聞かせください

　成城大学では「文化史実習」という授業で、
学生たちがお年寄りに「むかしの生活」や現代
までの暮らしの移り変わりについてお話しを聞
き、記録を作成する取り組みを行っています。
　この度、昭和村教育委員会・福島県立博物館
の協力のもと、民具（むかしの生活道具）をも
ちいて、実習を実施させていただくこととなり
ました。つきましては、お忙しいところ恐れ入
りますが、昔の道具の使い方や、それを使って
いた頃の思い出をお話しいただけますと幸いで
す。
　学生たちは『昭和村の歴史』『昭和村のあゆみ』
などを大学の授業で読み、昭和村の生活につい
て少しずつ勉強していますが、まだまだわから
ないことがたくさんあります。ぜひ皆さまのご
体験談をもとに、勉強をより深めていきたいと
思いますので、ご協力のほど、よろしくお願い
申し上げます。

成城大学文芸学部　及川祥平

1．開催日時
9月 6日（火）午前 10時～午後 3時まで
9月 7日（水）午前 10時～午後 3時まで
9月 8日（木）午前 10時～午後 3時まで
（正午から 1時間はお昼休憩）

2．場所
Ａ会場：旧小野川小学校、Ｂ会場：喰丸小

3．申込
可能な日時と会場を 9月 2日（金）までにお
電話等でお申し込みください。少しの時間で
も構いません。是非お話しをお聞かせくださ
い。

4．送迎
会場まで送迎希望の方は申込時にお知らせく
ださい。

5．その他
　学生（20名程度を予定）は検査を行った
上で来村し、滞在中はコロナ対策を徹底いた
します。

　問 教育委員会 ☎ 57-2114

保管や保存、取り扱いに困っていませんか？

古文書座談会の開催について

　古い文書に興味がある、書かれている内容を
知りたいなど、どなたでもお気軽にご参加くだ
さい。
　また、ご自宅などに眠っている古文書（立派
な書類に限らず、日々の日記のようなものでも
結構です）がありましたら是非ご持参ください。
お手入れの方法、取り扱い方についても教えて
頂きます。
　色々な古文書に触れて、古文書への理解を深
めましょう。

1．開催日時
9月 3日（土）午前 10時～正午

2．会場
昭和村公民館

3．講師
元明治大学　文学部教授　吉田優さん
和洋女子大学　人文学部准教授　小野真嗣さん
からむし工芸博物館　松尾悠亮さん

4．持ち物
マスク、古文書
（古文書は持参しなくても構いません。）

5．参加申込
前日までにお電話等でお申し込みください。

　問 教育委員会 ☎ 57-2114

イベ
ント
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　お申し込み一覧

生涯学習講座「英会話教室（後期）」　 ▼　昭和村公民館
（〆切 :9月 8日㈭）

氏名 電話番号


