
広報しょうわ　お知らせ版　No.077 (1)

お
知
ら
せお

願
い

■ 令和 4年 10月 5日発行　No.077
■ 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）

▲  

今回のお知らせ版掲載一覧　
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　2ページ

　

　3ページ

　4ページ
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・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

・からむし工芸博物館臨時休館のお知らせ
・映画「霧幻鉄道　只見線を300日撮る男」上映のご案内
・毒キノコによる食中毒に注意してください 

・2023年版 福島県民手帳販売開始
・健診結果説明会及び健康相談会のお知らせ

・健康講演会のご案内
・診療所からのお知らせ

・「デジタルで、便利になるの？難しくなるの？これからの暮らし」 

周知

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

　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）

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

●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12月19日（月）まで
●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
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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。

毒キノコによる食中毒に注意してください

　毎年、毒キノコを原因とする食中毒が発生して
います。食用のキノコだと判断できないキノコは
採らない・食べない・人にあげないでください。

（参考情報）厚生労働省ホームページ

　●「自然毒のリスクプロファイル」

　●「毒キノコによる食中毒に注意しましょう」

　問 産業建設課　産業係 ☎  57-2117

周知からむし工芸博物館臨時休館のお知らせ

　館内空調設備の改修工事のため、下記の期間、
休館します。ご理解のほどよろしくお願い申し上
げます。

期　間　10月11日（火）～10月14日（金）

　問 からむし工芸博物館 ☎  58-1677

周知

JR只見線全線再開通記念
映画「霧幻鉄道　只見線を300日
撮る男」上映のご案内

　2011年 7月の「新潟・福島豪雨」によって
甚大な被害を受けたＪＲ只見線が、10月 1日に
全線再開通しました。奥会津の重要な観光資源
のひとつである只見線の魅力をより多くの方に
知っていただくため、映画「霧幻鉄道　只見線
を 300日撮る男」を上映いたします。
　監督安孫子亘さんと奥会津郷土写真家星賢孝
さんの舞台挨拶も行いますので、ぜひお越しく
ださい。

　日時：10月 10日 (祝・月 )
　　　　午後 1時 00分開場・1時 30分開演
　会場：昭和村公民館ホール

観覧は無料ですが、先着 100名様限定とさせて
いただきます。開場時に整理券を配布します。

映画の詳しい内容はチラシをご覧ください。

　問 昭和村観光協会 ☎  57-3700

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。

県内観光施設の割引パスポート付き

2023年版 福島県民手帳販売開始
　今年も福島県民手帳を販売します。
　購入を希望する方は申込書に記入の上、総務
係へお申し込みください。

●販売種類

・カレンダー版（ネイビー）

・横罫版　（ソフトブラック）
※カレンダー版と横罫版の
違いは、月間ダイアリーページのみです。
※「福島あれこれ全国ランキング～ベスト 5～」
を新規追加

・B6限定版（ワイン）
※ B6限定版には週間スケ
ジュールを新規追加。
※「福島あれこれ全国ランキ
ング～ベスト５～」を新規
追加
　
●販売価格
・カレンダー版、横罫版　1冊　   600円
・B6限定版　　　　　　 1冊　1,000円

※ B6限定版は数量限定のため、購入を希望する
際には事前に総務係までお問い合わせください。

　問 総務課 総務係 ☎  57-2111

周知 健診結果説明会及び健康相談会の
お知らせ

　８月３日から実施した総合健診の結果説明会
（及び健康相談）を、下記日程で開催いたします
ので是非ご参加ください。ご本人が都合の悪い
場合は、家族の方の代理でも結構です。
開催日 時間 場所

10月11日(火)
午前9:30~ 松山公民館

午後1:30~ 野尻コミュニティセンター

10月13日(木)
午前9:30~ 奈良布自治会館

午後1:30~ 大岐管理センター

10月14日(金)
午前9:30~ 小中津川区長事務所

午後1:30~ 佐倉公民館

10月17日(月)
午前9:30~ 大芦へき地保健福祉

会館

午後1:30~ 中向公民館

10月18日(火)
午前9:30~ 昭和村公民館

午後1:30~ 小野川生活改善センター

10月20日(木)
午前9:30~ 両原伝承館

午後1:30~ 喰丸区長事務所

●健診結果・健康手帳を持参してください。健
診結果をお持ちでない方も、健康相談が出来
ますので、お気軽にご参加ください。
●感染症予防のため、参加される方はマスクの
着用をお願いたします。
●送迎を希望される方は保健福祉課 (57-2645) ま
でお電話ください。

　問 保健福祉課 ☎  57-2645

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。
　（急患応相談、内科医師住宅 57-2374）
残薬をご確認の上、早めの受診をお願いします。

月日 内科　　　歯科 バス
10月 5日（水） 検査日 ○

6日（木） ○ ○ 松山～野尻

7日（金） ○ ○ 大芦

10日（月 ) 祝日 祝日 スポーツの日

11日（火） ○ ○ 小中津川～両原、小野川

12日（水）検査日 ○

13日（木） ○ ○ 松山～野尻

　 14日（金） ○ ○ 大芦

17日（月 ) ○ ○ 下中津川

18日（火） ○ ○ 小中津川～両原、小野川

　 19日（水）検査日 ○

20日（木） ○ 休診 松山～野尻

21日（金） ○ 休診 大芦

　 24日（月） ○ ○ 下中津川

　 25日（火） ○ ○ 小中津川～両原、小野川

○ 内科
　  午前  9:00～11:15(受付)
　  午後14:00～16:00(受付)
○ 歯科（20日(木)・21日(金) 休診）
　  午前9:00～11:30 / 午後13:30～16:00
　問 診療所 ☎  57-2255

健康講演会のご案内

　診療所 今井先生による健康講演会を開催しま
す。身近な疾患の治療や予防について講話いただ
きますのでぜひご参加ください。

●日時：令和4年10月19日(水)　午後1時30分～
●場所：すみれ荘

●講師：昭和村診療所長　今井　一男 先生
●内容：身近な疾患の治療や予防について（仮）

●申し込み：10月14日(金)までに保健福祉課
まで申込用紙またはお電話 (57-
2645)にて申し込みください。

※新型コロナウイルス感染症対策として、参加
人数を把握させていただきますので、参加を希
望される方は必ず保健福祉課まで申し込みくだ
さい。

※申し込みの状況によっては、開催場所を変更
する場合があります。

※送迎バスを希望される方は、申込時にバス利
用の有無をお知らせください。

●その他：感染症対策にご協力ください。
①参加される方は、マスクの着用をお願いいた
します。また、入り口での検温、手指消毒に
ご協力ください。

②風邪症状等がある方、体調が悪い方は参加を
見合わせてください。

　問 保健福祉課 ☎  57-2645

周知 周知

▼  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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シニア向けデジタル講座のご案内

「デジタルで、便利になるの？難し
くなるの？これからの暮らし」

　スマートフォンなどのデジタル機器が自分の
暮らしや地域生活に関わってくることで、どん
なことができるようになるのか？わかりやすく
お話していただきます。

●日　　時　令和 4年 10月 18日（火）
　　　　　　午前 10時 30分～ 11時 30分
●場　　所　すみれ荘

●講　　師　株式会社エヌ・エス・シー
　　　　　　（会津若松市）

●申込方法　資料等準備のため、10月 14日（金）
までにお電話等でお申し込みくだ
さい。
　また、送迎が必要な方は申込時に
お知らせください。

　問 総務課企画創生係 ☎  42-7717

募集
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　お申し込み一覧

県民手帳申込　 ▼　総務課 総務係

氏名 電話番号
カレンダー版
（ネイビー）

横罫版
（ソフトブラック）

B6版
(ワイン )

健康講演会 ▼  保健福祉課 (〆切 :10月 14日㈮ )

氏名 電話番号
バス利用

（どちらかに○）
住所 (行政区 )

バスを利用希望

する・しない

バスを利用希望

する・しない


