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・診療所からのお知らせ
・地機学習会の募集
・企画展「からむし栽培と山の暮らし」の御案内
・「イチョウの木のした　手仕事マルシェ」のご案内
・「よいやれ屋」11月のご案内

・保育士の採用候補者試験のお知らせ
・農産物品評会「みのりのフェスティバル」
・シニア向け「初めてのスマホ・タブレット教室」
・「蕎麦打ち教室」開催
・「ミナクル（みんな来る）健康塾体験教室」開催

・喰丸小フォーク村♪歌と演奏会♪
・講談で楽しく学ぶ成年後見制度
・「矢ノ原湿原」勉強会について

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

令和５年度の保育士を募集します

保育士の採用候補者試験のお知らせ

　令和 5年度採用の昭和村職員（保育士）採用
候補者試験を次のとおり行います。

○採用予定人数　1人
○受験資格　
　・昭和 57年 4月 2日以降に生まれた者
　・保育士の資格を有する者
　または令和 5年 3月末までに取得見込みの者
○試験の方法
　1次試験
　　・教養試験（短大卒程度）
　　・保育士専門試験
　　・職場適応性試験
　2次試験
　　・面接試験など（1次試験合格者）
○試験の申込み
　・令和 4年 11月 25日〆切
※詳しくは、村ホームページの試験公告もしく
は総務課総務係までお問い合わせください。

　問 総務課総務係 ☎  57-2111

募集
昭和村アクティブシニア活動支援事業

喰丸小フォーク村♪歌と演奏会♪

　音楽療法士の星明正さんとバンドグループ「ほ
うき星☆彡」による演奏会を開催します。音楽
は心を癒すばかりでなく、脳機能の活性化にも
つながるといわれています。
　音楽を聴きながら口ずさんだり、ちょっとだ
け体を動かして、楽しいひとときを一緒に過ご
しませんか？

●日　時：令和４年 10月 23日（日）
　　　　　午前 10時 00分～午前 11時 30分
●場　所：喰丸小 2階　音楽室
●その他：お申込みは不要ですが、感染予防対

策のため入室できる人数が 25名程
度となりますのでご了承ください。
また、マスク着用・検温・手指消毒
のご協力もお願いいたします。

実施団体：会津昭和村ファンクラブ
後　　援：昭和村社会福祉協議会

　問 保健福祉課 ☎  57-2645
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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。

地機学習会の募集

　昭和村に古くから伝わる地機織の技と心の伝
承および後継者育成のために、からむし織「地
機学習会」を開催します。

1.講習期間
　令和 4年 11月 15日 (火 )～
　　　　　　　　　　令和 5年 3月 22日 (水 )
2.場 所
　からむし織の里　織姫交流館
3.受講資格
・村内に定住している方。
・受講中の作業風景を公開できる方。
・出来上がった作品を、令和５年度のからむし
市開催期間および村民文化祭に開催予定の
「地機学習会作品展」に出品できる方（使用
後の作品でも良い）

・「からむし市」や地機関連の行事等に積極的
に参加できる方。

4.学習内容
糸づくりコース
糸づくり作業（手がらみ～撚りかけ）。
※初心者は、原則まず「糸づくりコース」を
選択していただきます。

織りコース
糸づくりから織りまでの作業。
※制作課題があります。お問い合わせください。

6.受 講 料
無料（但し、材料のからむし・消耗品は自己
　　　負担となります。）
※からむしをお持ちでない方は、応募時に
　ご相談ください。

7.申込締切　10月 31日（月）
8.申 込 先　昭和村からむし後継者育成協議会
　　　　　　　（事務局：からむし工芸博物館）

　問 からむし工芸博物館 ☎ 58-1677

周知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。
（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）
インフルエンザワクチン接種業務のため、11月
1日（火）～ 15日（火）まで、内科診療の開始
時刻が 10:00となりますので、ご了承ください。
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

26日（水）検査日 ○

27日（木） ○ ○ 松山～野尻

　28日（金） ○ ○ 大芦

31日（月 ) ○ ○ 下中津川

11月 1日（火） ○ ○ 小中津川～両原、小野川

2日（水）検査日 ○

3日（木） 祝日 祝日 文化の日

4日（金） ○ ○ 大芦

7日（月） ○ ○ 下中津川

8日（火） ○ ○ 小中津川～両原、小野川

○ 内科 (11月1日～15日まで診療開始が10:00
　　　　からとなります。)
　  午前  9:00～11:15(受付)
　  午後14:00～16:00(受付)
○ 歯科（10月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

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。

からむし工芸博物館　秋の企画展

企画展「からむし栽培と山の暮らし」
の御案内

　当館所蔵「会津のからむし生産用具及び製品」
（国指定重要有形民俗文化財）の道具の素材や萱
刈・山の口といった昭和村の昔の暮らしに注目
し、からむし栽培と山の暮らし（自然資源利用）
の関係に迫ります。お誘い合わせの上、是非ご
来館ください。

1.期　　間　令和 4年 10月 22日 (土 )
           　　　　　　 ～ 11月 27日 (日 )
2.時　　間　午前 9時 00分～午後 5時 00分
　　　　　　（入館は午後 4時 30分まで）
3.会　　場　からむし工芸博物館　展示室
4.主　　催　からむし工芸博物館
5.そ  の  他　10月 21日（金）は展示準備の
　　　　　　 ため臨時休館します。
　問 からむし工芸博物館 ☎  58-1677

周知
喰丸小チャレンジショップ

「よいやれ屋」11月のご案内
　11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
11/1（火）
～

11/13（日）
燈日草 ｢阿賀に生きる｣写

真展

11/1（火）
～

11/6（日）
淡々艸々 からむしワーク

ショップ

11/3（木）笑和の会羊の森
手仕事
国産羊毛の糸紡ぎ、小物

11/8（火）
～

11/10（木）
淡々艸々 からむしワーク

ショップ

11/12（土）
～

11/13（日）
のんこんの 絵、ぬり絵

11/13（日）

燈日草

笑和の会
寄来蔵
羊の森

「阿賀に生きる」上映会

手仕事
カスミソウ他
国産羊毛の糸紡ぎ、小物

11/14（月）
～

11/17（木）
淡々艸々 からむしワーク

ショップ

11/19（土）笑和の会のんこんの
手仕事
絵、ぬり絵

11/20（日）

秋桜の会
Umico
寄来蔵
羊の森

食品等
お菓子
カスミソウ他
国産羊毛の糸紡ぎ、小物

11/27（日）羊の森 国産羊毛の糸紡ぎ、小物

（順不動）

　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

　11月5日(土)、6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

11/5（土）

やまなみ会
燈日草
３１９０
淡々艸々
羊の森

揚げじゃが他
書店
アクセサリー
からむしワークショップ
国産羊毛の糸紡ぎ、小物

11/6（日）

のんこんの
やまなみ会
燈日草
３１９０
淡々艸々
ティールーム山ねこ
天然酵母カントリーロード

ぬり絵
揚げじゃが他
書店
アクセサリー
からむしワークショップ
奥会津ピザ
天然酵母パン

（順不同）

　問 産業建設課 観光交流係 ☎  57-2124

周知
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農産物品評会「みのりのフェスティバル」

農産物品評会「みのりのフェスティバル」を文化祭と合わせて開催いたします !!
多数ご出品下さいますようご案内申し上げます。　

●開催日時：令和 4年 11月 3日（木）　9:30～ 11:30
 表彰式 10:30～（表彰式終了次第販売開始）

●会　　場：昭和村公民館　テラス
●品評会出品規格（審査対象品目）

品目 数量 品目 数量 出品規格

大根（20cm程度の葉つき） 3本 ごぼう 3本
指定数量にて
結束する

白菜（汚れ葉のみ取り除く） 2株 長ねぎ 5本
人参（葉を取り除く） 3本 さつまいも 3本
じゃがいも ※品種がわかるように 5ケ アワ・ヒエ・キビ 2合

指定数量にて
袋入する

大豆・小豆・ささげ 2合 じゅうねん（エゴマ） 2合
玄米・そば 2合 ニンニク 3ケ
栽培シイタケ 200g 栽培ナメコ 200g

里いも 1株 カボチャ・キャベツ 2ケ 指定数量にて
箱入する

長いも　（新聞紙に包む） 1本

※「栽培きのこ」については、県のモニタリング検査を受け出荷販売を行えるもののみとさせて
　いただきます。
※出品物は当日即売されるため、返納されませんので、ご了承願います。
上記以外の農産物も大歓迎です。

●出品方法
　出品される方は、出品物を 11月 2日（水）正午までに、
　以下の集荷協力員宅までお届けください。
　松　　山｜佐々木　元夫　　野　　尻｜渡部　一孝
　中　　向｜栗城　金一
　下中津川｜菅家　勝・本名　亀雄・栗城　義徳
　　　　　　本名　敬・長谷川　洋

　小中津川｜工　信幸　　　　佐　　倉｜酒井　晶雄
　喰　　丸｜役場事務局　　　両　　原｜五十嵐　富夫
　大　　芦｜五十嵐　吉彦　　小  野  川｜渡邊　正志

主催：みのりのフェスティバル実行委員会（農業委員会・認定農業者連絡協議会・JA・村産業建設課）
後援：昭和村・金山地区農業改良普及協力会

　問 みのりのフェスティバル実行委員会（事務局：昭和村役場産業建設課） ☎ 57-2117

昭和村長賞
象印

フィッシュ
ロースター

豪華
賞品

募集

昭和村
農業委員会長賞
姫鍬、高級手鎌
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シニア向け「初めてのスマホ・
タブレット教室」

　電源の入れ方や文字の打ち方などの基本操作
やインターネット検索、LINE等便利な機能を優
しく、ていねいに教えます。

●日　　時　令和 4年 11月 1日（火）
　　　　　　午後 1時 30分～ 3時 30分
●場　　所　すみれ荘
●定　　員　15名
●講　　師　福島県中央計算センター
●準  備  物　教室用端末（iPad）を用意して
　　　　　　おります。

※ご自身のスマートフォンやタブ
レットでも参加できます。

●申込方法　会場準備のため、10月 28日（金）
までに役場総務課企画創生係へお
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。

※後日募集いたしますが、12月 1日（木）にも
同じ内容の教室を開催します。

　問 総務課企画創生係 ☎  42-7717

募集

生涯学習講座

「蕎麦打ち教室」開催

新蕎麦の美味しい季節がやって来ました！
蕎麦打ちに挑戦して、新蕎麦を堪能しませんか。

●開催日時　令和 4年 11月 28日（月）
　　　　　　10:00～ 12:00
●場　　所　昭和村公民館　1階調理室
●講　　師　苧麻庵料理長　玉川大輔 さん
●内　　容　新蕎麦の蕎麦打ち

・蕎麦打ちの一連の工程を各自行
い、自分で打った蕎麦を持ち帰
ります。

●定　　員　8名
●参  加  費　800円（蕎麦粉等材料費）
●持  ち  物　エプロン、三角巾、マスク、
　　　　　　蕎麦持ち帰り用の箱・参加費
●申込方法　お知らせ版最終頁の申込用紙にご

記入の上、11月 16日（水）迄に、
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

気軽に楽しく運動して体も心もスッキリ元気に！

「ミナクル（みんな来る）健康
塾体験教室」開催

　柳津町で健康寿命の促進を目的としてシニア
世代を対象に開催している体操教室をご紹介し
ます。様々なスポーツ用具を活用しながら、ど
なたでも気軽に楽しめる軽運動ですので、是非
この機会に体験してみませんか。

●開催日時　令和 4年 11月 17日（木）
　　　　　　13:00～ 15:30
●場　　所　昭和村公民館　
●講　　師　中島和一さん (NPO法人赤べこ

トータルスポーツマネジャー、日本
スポーツ協会公認指導員）

●内　　容　サビ取り体操、脳トレーニング、
転倒防止運動、ゲーム　等々
※運動前に健康チェック（血圧測定
等）運動後に筋力測定を行います。

●対　　象　千歳学級生、昭和村老人クラブ
　　　　　　連合会会員

●参  加  費　なし
●持ち物等　マスク・タオル・水分補給用飲物
　　　　　　・健康手帳・動きやすい服装

●申込方法　お知らせ版最終頁の申込用紙にご
記入の上、11月 11日（金）迄に、
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

▼  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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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 6回目：11月 12日（土）
　　　　　　　午前 10時から正午まで
　（10月 22日（土）から延期になりました）
【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

【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）

【申し込み】
　開催日の前日までに、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

会津権利擁護・成年後見センター開所記念講演会

講談で楽しく学ぶ成年後見制度

　11市町村（会津若松市、北塩原村、磐梯町、
猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、
金山町、昭和村、会津美里町）が連携して設置
した会津権利擁護・成年後見センターの開所を
記念し、成年後見制度の講演会を開催します。
　講談などを通して、「成年後見制度」を楽しく
学びましょう！

日　時　令和 4年 11月 13日（日）
　　　　　14時～ 16時
場　所　三島町交流センター山びこ
　　　　（大沼郡三島町大字名入字諏訪ノ上 418）
内　容　第 1部
　　　　講談で学ぶ成年後見制度（講談２題）
　　　　講談師　神田織音（かんだおりね）さん
　　　　第 2部
　　　　講演　よくわかる成年後見制度
　　　　弁護士　大野毅夫（おおのたけお）さん
申　込　会場に定員がございますので、参加を

希望される方は 11月 8日（火）までに
保健福祉課（電話 57-2645）へお申し
込みください。
送迎も可能ですのでお知らせください。

備　考　後日、動画配信視聴も可能ですので興
味のある方はご連絡ください。

　問 保健福祉課 ☎  57-2645

イベ
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　お申し込み一覧

生涯学習講座「蕎麦打ち教室」　 ▼　昭和村公民館(〆切:11月16日㈬)
氏名 電話番号

地機学習会　 ▼　からむし工芸博物館(〆切:10月31日㈪)

氏名 住所 電話番号
コース

※いずれか○
・糸づくりコース
・織りコース

「ミナクル（みんな来る）健康塾体験教室」　 ▼　昭和村公民館(〆切:11月11日㈮)
氏名 電話番号


