
　人が集まる年末年始は特に感染症の対策が必要に

なります。対策の基本は「マスクの着用」「３密の回避」
「手洗い・消毒」です。外出は最小限にし、帰省時や

食事中などは特に対策を徹底しましょう。
　帰省する場合は、帰省する２週間前から自分だけでな

く家族全員で、親しい人以外との会食を控えるなど対策
をしましょう。もし、帰省の１０日前から当日までに熱や症
状がある場合は、家族全員が帰省を中止しましょう。移
動する車中でもマスクや換気をし、対策に努めましょう。
　帰省先では、感染をさせない対策として、コート類
を着たまま室内に入らない、トイレなどの共有エリア

の消毒の徹底、タオルなどの共有をしないなど気をつ

けましょう。入浴は高齢者を優先させましょう。
　食事はお鍋や大皿料理はできるだけ避け、取り分
けて食べられる料理を食べましょう。食事中の会話は

小声で、口元にハンカチを当てるなどし、食事がひと

段落したらマスクを着用しましょう。また、食事は４
人以下で部屋を分けるなど「三密」を避け、短時間
で終了できる工夫をしましょう。
　また、飲酒中は注意力が低下し、大声にもなりや

すいので、短時間の適正飲酒を心がけましょう。家
庭内でできる対策で、大切な家族を守りましょう。
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保健師のつぶやき
【健康小話】　　　　　　文：住民福祉課

- For Your Health -

-第２４回-

【年末年始は感染症対策を！】

文／鮫川小学校

第１８回 鮫川小学校だより

収穫祭、嬉しいな !

１１月１７日に、５年生で育ててきたもち米の収穫祭を行いました。
杵（きね）と臼（うす）で餅つきをしたり、販売用のもち米の袋詰
めを行ったりしました。

　村は、毎年１月に新成人の門出を祝福し、成人としての自覚を促すために式典を開催しています。第７３回 鮫川村
成人式は、感染防止対策をしたうえで開催します。なお、感染症の状況によっては中止することもあります。

第７３回 鮫川村成人式・記念行事を開催します

問い合わせ　村教育委員会　☎４９-３１５１

感染防止対策を実施

入場者の制限
３密を防ぐために入場者を
制限します。
※保護者の出席は成人者１
名につき２名までとし、来
賓を例年より少なくします。

その他の配慮
式典の時間を短くし、出席
者は全員マスクまたはマウス
シールドを着用。会場内で
の飲食や３密、飛沫感染に
つながる行為を禁止します。

会場の設営
天窓を開けて換気を行う、
座席は１．５ｍ以上の間隔
をとります。マウスシール
ドを着用するなどの対策を
講じます。

健康管理
成人者に式典までの２週間
の健康記録を提出していた
だきます。また、すべての
出席者に対し、会場入口で
検温※を実施します。

令和３年 １月 １０日 （日）　１０時～

受付：９時３０分～９時５０分
会場：村公民館 大集会室

鮫川村成人式・
記念行事

ついた餅は汁やあんこなどの味付けをしてみんなでおいしくいただき

ました。収穫に至るまで、高野博光先生をはじめ役場の皆様、保護
者の皆様にはたくさんのご協力をいただきました。本当にありがとう

ございました。

みんなでつくったも
ち は 格 別 に お い し
かったです

佐藤 楓峨

お家の人とおいしいお
もちがつけて良かった
です

金澤 莉子

もちをつくには強い
力が必要なんだなと
思いました

鈴木 悠生

これからは一つ一つの
お米を大切にしていき
たいです

木之内 日南

※ 体調がすぐれない場合には出席をご遠慮いただきますようご協力をお願いします。



nformationi

　お子さんの定期予防接種はお

済みですか。予防接種は時期を

逃してしまうと、接種費用が全
額自己負担となります。中には

接種期間が１年以内と短いもの

もあるため、母子健康手帳を確
認し、長期休暇期間を活用して

接種するようにしてください。
　特に下記の予防接種について

は、全国と比べ接種率が低くなっ

ていますので、接種漏れの無い

ようお願いいたします。
問村住民福祉課健康係
　☎４９-３１１２

ワクチン名 接種時期 接種率

麻しん風しんⅡ期 年長児 ６１．９％

日本脳炎Ⅱ期 小学４年生 ５３．８％

二種混合 小学６年生 ６２．１％

　雪が降る季節となりました。
除雪作業を円滑に行うためにご
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発生件数 ２件（－１）
死者数 １人（＋１）
傷者数 ２人（－１）
物件事故 22件（－ 19）
　単路の交通事故が多く発生していま

す。歩行者は外出する際は原則昼間、
夜歩く際には反射材、懐中電灯を使用
しましょう。
問棚倉警察署地域交通課
　☎３３-０１１０

村の交通事故
発生状況（１/１～11/30）

　水道菅が凍結する季節になり

ました。水道管は凍結により破
裂することがあります。必要に応
じて凍結防止対策をしましょう。
水道菅が凍結した場合　凍って

しまった部分にタオルや布な

どをかぶせて、その上からゆっ

くりぬるま湯をかけてくださ

い。その際、蛇口は開けたま

まにせず、必ず閉めてください。
メーターボックス内の凍結防止
使い古しの毛布や布切れ、発
泡スチロールなどを濡れな

いようにビニール袋に詰め、

協力をお願いします。
■ 雪の重みで竹や木が道路に出

ないよう、所有者は事前の伐
採や枝払いをしてください。

■ 電気柵を道路わきに設置し

ている場合は、除雪時に破
損する恐れがありますので、
移設してください。

問村地域整備課建設係
　☎４９-３１１４

水道管の凍結防止
対策をしましょう

除雪作業に

ご協力ください

　福島県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により落ち込んだ県内消費を拡大させるた

め、「コロナに負けるな！ オールふくしま買って応援キャンペーン第２期」を実施します。
参加方法　①県内の対象店舗を利用して、レシートをもらう。②応募コースに合わせて５店舗
　以上のレシートを集める。③封筒に入れて応募する。（スマホのアプリからでも応募できます）
対象店舗　　福島県内でレシートまたは領収書を発行している店舗
　※電気、ガス、水道などの公共料金、医療費、各種租税、学費、保育費などは除きます。
その他　期間中は何度でも応募できます。このほかＳＮＳで福島応援宿泊券１万円分が当たる

　キャンペーンも実施しています。詳細は上記ＱＲコードから特設サイトでご確認ください。
問コロナに負けるな！オールふくしま買って応援キャンペーン事務局（株式会社ル・プロジェ内）
　☎０２４-９５５-６００４／福島県商工労働部商工総務課☎０２４-５２１-７２７０

賞品 当選人数 応募条件

１等

次のいずれかを選べます。
（１）全国あちこちいける！

福島空港を利用しよう！ツーリスト旅行券１０万円分（１万円×
１０枚） ＋ ギフトカード２万円分（１千円×２０枚）

（２）あれこれ使える！
ふくしま応援！選べる e-GIFT１０万円分（２万５千円分×４枚）
※ＱＲコードでお好きな電子マネーを選んでご利用いただけます。

（1）２５０人

（2）４００人

レシート
５０，０００円分

（税込み）

２等

次のいずれかを選べます。
（１）味わい尽くせる！

日本酒王国ふくしま福島県酒造協同組合セレクト大吟醸１２
本セット（四合瓶７万円相当）

（２）楽しみ尽くせる！
福島応援宿泊券３万円分（５千円×６枚）+ ギフトカード２万
円分（１千円×２０枚）＋浜・中・会津満喫ペアチケット２万円
分（浜通りコース、中通コース、会津コースのいずれかを２人分）

（1）３００人

（2）７５０人

レシート
３０，０００円分

（税込み）

３等

選べる！　県産品２品（１万円相当）

※第１希望から第４希望まで選べます。
（会津地鶏水炊きセット、米、馬肉刺身、川俣シャモ鍋セット、
あんぽ柿、甘酒、銘酒など44 点。さらに賞品を追加予定。）

２０，０００人
レシート
１０，０００円分

（税込み）

４等
選べる！　県産品１品（５千円相当）

※第１希望から第２希望まで選べます。（上記と同じ）
３２，０００人

レシート
５，０００円分

（税込み）

特賞
空を翔ける！ 福島県上空ヘリコプターの旅
（フライト時間：約 2 時間／発着場所：福島空港）

１組
（３人まで）

希望者の中
から抽選

レシートを集めて応募しよう‼ 期間は令和３年 ２月１４日まで

オールふくしま買って応援キャンペーン【第二弾】

村総務課税務係 ☎４９- ３１１１

令和２年１２月４日現在

令和２年１０月３１日現在

納付率
（％）

合計（平均）
前年平均

納 税 だ よ り

行政区税目 赤 坂 西 野 西 山 赤 坂 中 野 東 石 富 田 渡 瀬 青 生 野 合 計
合 計（ 平 均 ） 97.5 94.6 94.8 92.5 98.2 96.4 91.7 94.9 
前 年 平 均 96.0 87.8 93.8 90.5 96.9 93.3 91.2 92.9 
前 年 比 1.5 6.8 1.0 2.0 1.3 3.1 0.5 2.0 

税
目
別

軽 自 動 車 税 98.4 98.1 98.4 98.3 98.3 96.9 97.2 98.0 
固 定 資 産 税 98.7 95.5 95.6 95.4 97.8 97.3 91.9 96.3 
村 県 民 税 97.3 91.9 97.9 93.3 100.0 98.9 92.7 96.1 
国 民 健 康 保 険 税 95.7 93.5 91.4 88.5 97.9 93.9 90.5 92.2 

80

90
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前年
合計

● 今月の納付 村県民税（第４期）・国民健康保険税（第７期）・介護保険料（第７期）・

後期高齢者医療保険料（第５期）
納期限12 月25日（金）

忘れずに！ 子ども

の定期予防接種
キャンペーン
ホームページ
ＱＲコード

村民の店すまいる
年末年始の営業時間

ボックス内の隙間に入れて保
温してください。
問村地域整備課環境係
　☎４９-３１１４

　年末年始、村民（みんな）の店
すまいるは下記の時間で営業して

います。宅配も随時行っておりま

すので、お気軽にご連絡ください。
営業時間　１２月２９日（火）～
　１月４日（月）…９時～１７時
休業日　１月１日（金）、２日（土）
問村民の店すまいる☎５７-６９０１
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