
皆さんのお声を聴かせてください。

地域づくり懇談会の開催について

　村民の皆さまと村政についてご意見を交わす地域づくり懇談会（旧称：村政懇談会）を開催いたし
ます。
　次年度の取り組みに向けたご意見やご提案等を頂戴できればと思っておりますので、多数の皆さま
のご参加をお願いいたします。

● 開催日程
月日 開始時間 地区 会場

12月15日（木）
10時00分 小野川 小野川生活改善センター

13時30分 下中津川 下中津川区長事務所
12月17日（土） 9時30分 中向 中向公民館

12月18日（日）
10時00分 小中津川 小中津川区長事務所
13時30分 佐倉 佐倉区長事務所

18時30分 松山 松山公民館

12月20日（火） 10時00分 野尻 野尻高齢者コミュニティセンター

12月21日（水） 13時30分 両原 両原郷土芸能伝承館

12月22日（木）
10時00分 喰丸 喰丸区長事務所

13時30分 大芦 大芦区長事務所

● 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 総務課 企画創生係 ☎  42-7717
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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。

買物交流バス運行のお知らせ

　村内の商店や役場、金融機関などをめぐりま
す。

　職員がバスの乗降やお買い物のお手伝いもいた
しますので、お一人での買い物が不安な方もお気
軽にお申込みください。ご利用は無料です。

● 運行日と対象地区
1．令和4年12月16日（金）
（松山・野尻・中向・下中津川・小中津川にお
住まいの方対象）

2.　令和4年12月21日（水）
（佐倉・喰丸・両原・大芦・小野川にお住いの
方対象）

※午前9時～正午までの運行となります。

● お申込み
運行日の約一週間前までに昭和村社会福祉協議
会（電話57-2655）までお申込みください。後
日、迎えの時間をご連絡いたします。

【主催】昭和村社会福祉協議会

【協力】昭和村民生児童委員協議会

【後援】昭和村、昭和村商工会、NPO苧麻倶楽部
　問 昭和村社会福祉協議会 ☎  57-2655

周知 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。
　なお、7月と10月のコバシリでも同様のご案内
をしておりますのでご確認ください。

●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

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。
（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）
○ 12月 18日（日）昭和村休日当番医
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
12月 7日（水） 検査日 ○

8日（木） 　○ ○ 松山～野尻

9日（金） 　○ ○ 大芦

12日（月 ) 　○ ○ 下中津川

13日（火） 　○ ○ 小中津川～両原、小野川

14日（水）検査日 ○

15日（木） 　○ ○ 松山～野尻

16日（金） 　○ ○ 大芦

19日（月 ) 　○ ○ 下中津川

20日（火） 　○ ○ 小中津川～両原、小野川

21日（水）検査日 ○

22日（木） 　○ ○ 松山～野尻

23日（金） 　○ ○ 大芦

26日（月） 　○ ○ 下中津川

27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
　  午前9:00～11:30 / 午後13:30～16:00
　問 診療所 ☎  57-2255

周知
昭和学（地元学）講座（兼　文化
財講習会）の開催について

　座学２回目は「先史時代の繊維植物」について、
講師である菅家博昭さんにお話ししていただき
ます。皆さまお誘い合わせの上、是非ご参加く
ださい。

1．日時
　12月 26日（月）午後 1時 30分から
　　　　　　　　　 午後 3時頃まで
2．会場
　昭和村公民館　2階　研修室
3．申込
　開催日の前日までにお電話等でお申し込みく
ださい。

4．その他
　オンラインでのライブ配信は行いません。

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
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帽子づくり講習会の募集

　人気のからむし帽子です。今や夏に欠かせな
いアイテムとなっているかと思います。昨年に
引き続き折りたためる帽子（女性用）をつくり
ます。今まで参加したことがある方も、ぜひご
参加ください。
1．日　　程　
第    1 回　開校式　　　令和4年12月17日（土）
第    2 回　糸づくり　　令和4年12月18日（日）
第    3 回　糸づくり　　令和 5年 1月 21日（土）
第    4 回　糸づくり　　令和 5年 1月 22日（日）
第    5 回　帽子づくり　令和 5年 1月 29日（日）
第    6 回　帽子づくり　令和5年 2月    5日（日）
第    7 回　帽子づくり　令和 5年 2月 12日（日）
第    8 回　帽子づくり　令和 5年 2月 19日（日）
第    9 回　帽子づくり　令和 5年 3月 19日（日）
第 10回　閉校式　　　令和 5年 3月 26日（日）

2．開催場所　道の駅 からむし織の里 しょうわ
　　　　　　  織姫交流館内　和室
3．時　　間　午前9時～午後4時
4．募集人数　10名程度
5．参  加  料　3,000円
　                     ※糸づくりに参加しない方は2,000円
6．申し込み
　12月14日（水）までに役場からむし振興室
（電話57-2116）へご連絡下さるか、申込書に
記入の上持参、もしくはFAX（57-3044）でお
願いします。

7．持参いただくもの
・からむし（150g程度）※購入を希望する場合
は該当欄に〇をつけてください。

・手ぬぐい
・おぼけ（洗面器やバケツなどで代用可・直径

30cm程度）
・おさき棒（割り箸で代用可）
・第5回からは「かぎ針」をご準備ください。
・昼食（会場で食事をする場合）
※ 苧麻庵は12月から3月まで休業となります。
　問 総務課 からむし振興室 ☎  57-2116

「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12月16日（金）

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。
※ご自身の端末でも参加もでき
ます。

●申込方法　　会場準備のため、令和4年12月
14日（水）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。

　問 総務課 企画創生係 ☎  42-7717

募集募集



　お申し込み一覧

帽子づくり講習会　 ▼　からむし振興室（〆切:12月14日㈬）

氏名 住所 電話番号
第 5回から
の参加

からむし
の注文


