
　ウイルス感染症では、ウイルスが目や鼻、口から体

の中に入ってきます。中でも口は、体の内につながる

入り口となっているため注意が必要です。

歯みがき・舌みがき・上あごみがきで免疫力アップ！

　口の中をきれいに保つためには、毎日の丁寧な歯み

がきが重要です。また、鏡で舌もよく見ましょう。舌

はお手入れしないと苔状の汚れが厚くなり、ウイルス

が舌や上あごに付きやすくなります。舌に歯ブラシを

使う場合は、えんぴつ持ちをして力が入りすぎないよ

うにして軽くこすります。舌みがき用のブラシなども

おすすめです。

【きれいにしていない口はウイルス感染の原因に】
◎ ウイルスが入りやすくなる

歯周病菌など、口の中の細菌が増えると、ウイルスが体内
に入りやすくなります。また、歯や歯ぐきの炎症による痛
みなどで、十分に栄養がとれないと免疫力も低下します。

◎ 腸内環境が悪化し、免疫力が低下する

腸には体の免疫力を向上させる働きがあります。しかし、
口の中の細菌が食道から胃、腸に移動することで体の免
疫力が低下します。

◎ 重い肺炎の原因になる

食べ物や だ液 中の細 菌が肺な ど に流れ込む と

「誤
ごえんせいはいえん

嚥性肺炎」を起こしやすくなります。この状態で新型
コロナウイルスに感染すると、症状が重くなる可能性が

高くなります。

発行／鮫川村　 編集／総務課　　☎ 49-3111　ＦＡＸ 49-2651

E メール soumu@vill.samegawa.fukushima.jp

ほ 通信と
っ

広報［お知らせ版］
令和２年６月 15日発行 /第 217 号

「中山間地域等直接支払交付金」の受付が始まります

文／鮫川小学校

第 13回 鮫川小学校だより

はじめての田植え体験

　５月２６日に、５年生２９人で学校田の田植えを行いま
した。外部講師の高野博光さんをはじめ役場職員の方 、々
学年委員長さんにもお手伝いいただき、たのしく活動す
ることができました。

　実際に田植えを体験したことでたくさんの発見をする
ことができたようです。今後もバケツ稲でもち米の成長
をこまめに観察していきます。ご協力いただいた皆さま、
ありがとうございました。

　「中山間地域直接支払交付金」の集落協定に関して、平成２７年度から第４期対策に取り組んでいただきまし

た。今年度から第５期対策（令和２年度～令和６年度）が始まるにあたり、協定締結の受付を行います。

受付会場：役場２階 正庁

【受付時間】９：００～１１：００、１３：００～１８：００
参加申請するためには、事前に書類の準備が必要です。お申し込
みの前に一度、村農林商工課にご相談ください。
また、当日の待ち時間を減らすため、来庁予約をお願いします。
６月２５日（木）までに村農林商工課にご連絡ください。

　　交付金の返還措置に関する見直し

　農地を管理維持できなかったときの交付金の返還
対象が「協定農用地全体」から「当該農用地」になり

ました。これにより、第４期対策と比べて取り組み

やすくなっています。
　また、右記の理由で継続できなくなった場合は交
付金を返還する必要はありません。

　　交付金の返還にならない例

□ 農業者の死亡、高齢または家族の病気などの理由
 　により活動を継続できない場合
□ 自然災害の場合
□ 農業者などが農業用施設を建設する場合
□ 公共事業により資材置き場などとして一時的に使
　 用される場合。

子どもたちからは「初めて田んぼに入ってうまく歩けないのが大変でした」「田んぼにはミミズやオタマジャクシ、見たことがない生
き物がたくさんいました」「線に沿って苗を植えるときれいにできることが分かりました」など、たくさんの感想がありました。

保健師のつぶやき
【健康小話】　　　　　　文：住民福祉課

- For Your Health -
-第１８回-

【清潔なお口で感染症予防】 ３日●まで

７月１日●から

参加の受付

問い合わせ　村農林商工課　☎４９-３１１３

中山間第５期対策のポイント

水

金
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　　６月２８日（日）に予定して

いた「健康づくり夏季球技大会」
は、新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、やむを得ず「中止」
とさせていただきます。
　ご理解のほどよろしくお願い

申し上げます。
問村教育課☎４９-３１５１

　さめがわこどもセンターで

は、保育を行う会計年度任用職
員をつぎのとおり募集します。
応募資格　保育士資格および幼
　稚園教諭免許状を持つ人
募集人数　１人
業務内容　幼児の教育・保育に

　関する業務
雇用期間　令和２年８月１日から

　令和３年３月３１日まで

勤務時間　こどもセンター園長
が指定する日の７時から１８
時３０分までのうち７時間
４５分
報酬　大卒…１８６，５００円～／月
　短大卒…１６６，７００円～／月
※要件を満たす場合には通勤手当、
超過勤務手当、期末手当および退
職手当などが支給されます。

応募方法　村総務課またはこど

もセンターにある申込用紙に

必要事項を記入し、免許資格
を証するものの写しを添えて

村総務課総務係に提出してく

ださい。

　県老人クラブ連合会・福島民
報社主催の「しあわせ金婚夫婦
表彰」が行われます。表彰に該
当する人は申し込んでください。
対象者　昭和４５年１月１日から

同年１２月３１日までに結婚し

たご夫婦　※過去に申請漏れ

で、まだ表彰を受けていない

ご夫婦も対象となります。
申込方法　必要事項を確認のう

え、村住民福祉課福祉係に申
し込んでください。
必要事項　▶夫と妻の氏名、年
齢、最終職業、現職▶結婚年
月日▶住所▶電話番号
申込期限　７月３日(金 )まで

問村住民福祉課福祉係
　☎４９-３１１２

応募期間　６月１５日（月）～
　６月２６日（金）
試験日時・場所　応募者に後日
　お知らせします。
試験内容　教養試験、小論文
「自分が、鮫川村のためにで

きること。又はしたいと思っ

ていること（８００字以内）」、
個別面談
※小論文はあらかじめ記入し、試験
日当日の受付時に提出してください。

その他　申込用紙と４００字原
稿用紙は村ホームページでも

取得することができます。
問さめがわこどもセンター

☎２９-１０１０／村総務課
総務係☎４９-３１１１
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　乳がんは、女性がかかる癌
がん

で

最も多く、特に働き盛りの世代
で増えています。国の指針では

２年に１度乳がん検診を受診す

ることになっています。
　今年は健診日を日曜日にも設
定しましたので、一度も受診し

たことがない人や、平日休みが

取れない人などもこの機会に受
診の検討をお願いします。
対象　４０～７９歳の女性
会場　村保健センター

費用　５００円（75歳以上は無料）

検査日　１０月４日（日）、８日（木）、
９日（金）の３日間のうち都合
の良い日時をご予約ください。
午前受付は９時と１０時、午後

発生件数 ０件（－３）
死者数 ０人（±０）
傷者数 ０人（－３）
物件事故 ５件（－ 12）
　単線道路でのはみ出しによる事故が

増えていますので、十分に安全確認し

ながら運転してください。また、飲酒運
転は絶対にやめてください。
問棚倉警察署地域交通課
　☎３３-０１１０

村の交通事故
発生状況 （1/１～ 5/31）

４０歳～７９歳の
乳がん検診を実施

受付は１時と１時３０分です。
※８日は午後のみ受け付けます

検査項目　４０～４９歳…マン

モグラフィー２方向、５０～
７９歳…マンモグラフィー１
方向
申込方法　６月２２日（月）ま

でに村保健センターに電話で

お申し込みください。
その他　しこり、ひきつれ、く

ぼみ、分泌液、痛みなどの自
覚症状がある場合は、集団検
診を待たずに医療機関を受診
してください。
問村保健センター
　☎２９-１２３１

　令和２年度教科書展示会を開
催します。展示会では文部科学
省の検定を経た小・中・高等学校
用教科書の見本が並びます。
　学校関係者だけでなく、保護
者の皆さまなど一般の人も閲覧
できますので、ぜひお立ち寄り

ください。
展示期間　令和２年６月１２日
　（金）～６月２５日（木）
会場・開館時間　白河市立図書
館・１０時～１８時（土・日・月
曜日休館）、棚倉町立図書館・
９時～１７時（月曜日休館）

その他　最終日の展示は１６時ま

でです。車でお越しの際は図
書館駐車場をご利用ください。
問村教育課☎４９-３１５１

健康づくり夏季球技大会

中止のお知らせ

 地元のお店を応援しよう！「鮫川村地域げんき商品券」

さめがわこどもセンター

保育教諭を募集中

一般の人も閲覧できます

教科書展示会開催

i

しあわせ金婚夫婦
を表彰します

　村は、新型コロナウイルス感染症対策による消費の落ち込みなどの影響により、売り上げが大
幅に減少し、経営に支障が生じている村内の事業所に対し給付金を交付します。
問村農林商工課☎４９-３１１３／村商工会☎４９-２１７１

【申込方法】次の書類を準備して、村商工会で申請してください。
▶前年同月期との売上高が比較できる書類（売上台帳など）▶
給付金振込口座の通帳 ▶印鑑（代表者）など

対象となる事業所
１．村内で令和元年以前から事業を営み、今後も継続して経営する意思がある事業所

２．令和２年３月から５月の間のいずれか１か月の売上高が前年同月の売上高と比較して

　　２０％以上減少した事業所

上記の条件をどちらも満たす事業所

申請期間
令和２年８月３１日（月）まで

新型コロナの影響で売り上げが減少した事業所のみなさまへ

事業所に５万円を村から交付します

　県では新型コロナウイルスに負けずにがんばる飲食店を応援するため、プレミアム付き前払利
用券を発行しています。おいしく、お得に食べることで飲食店を応援しませんか。
問県庁商工総務課　☎０２４-５２１-８５３１

取り扱い店で１枚１，０００円から

購入できます。券を購入した店で

１，１００円または１，２００円分
の食事券として利用できます。
購入枚数の制限はありません。

利用券は９月末まで販売し

ます。利用券の使用期限は

令和３年１月末までです。

参加を希望する事業者は、
７月末までに商工会にお申
し込みください。

取り扱い店など、詳しくは県のホームページをご確認
いただくか、商工会にお問い合わせください。

　村は、村内の経済が停滞している状況に対する施策とし

て、「地域げんき商品券」を発行します。
対象者　令和２年６月１５日現在、村の住民票を持つすべ

ての人が対象。村から世帯主あてに郵送で送付します。
（７月１５日発送予定）
利用期間　令和２年１１月３０日まで

その他　商品券取扱事業所の募集も行っています。希望す

　る事業所は村商工会に申し込んでください。
問村農林商工課商工観光係　☎４９-３１１３

発行される商品券は１人あたり１万
円分。ただし１，０００円分は飲食店
でのみ利用可能な商品券となります。

※画像は実際のものとは異なります。

商品券のイメージ

 地域の消費を県が支援！「がんばる地
お ら ほ

元の飲食店応
エ ー ル

援券」


