
冬眠前のクマに注意︕ 
 

これからの時期は、クマが冬眠のためにエサを求め
て活発に活動します。 

早朝、⼣⽅の農作業や散歩、または森林作業で⼭に
⼊る際などは、クマよけ鈴など⾳の出るものを⾝に付
け、クマと遭遇しないよう注意しましょう。 

また、今年はドングリなどの⼭の⽊の実が凶作とな
ることが⾒込まれています。このため、エサとなる柿
を狙って集落内やその周辺にクマが出没する恐れが
あります。利⽤する⾒込みのない柿の⽊は、伐採もし
くは枝を落とすなどの対策をお願いし 
ます。併せて、畑の野菜は早めに収穫 
し、野菜くずなどは畑に捨てないよう 
にしましょう。 
＜問い合わせ先＞ 

農林振興課・林政係 ☎45-4531 

パソコン教室の受講者を募集します 
 

パソコンの操作や年賀状作成、 
チラシ作成といったパソコンに 
関する悩みに専⾨のスタッフが 
お答えする「パソコン教室」を 
開催します。 
◆受付開始⽇ 10 ⽉ 10 ⽇（⽕）〜 
       受付時間︓午前 10 時〜午後４時（平⽇）
◆定員 10 ⼈（定員になり次第締め切り） 
◆講座開始⽇ 10 ⽉ 30 ⽇（⽉）〜 
◆会場 テレワークセンター１号館 
◆受講料 無料 
◆申込⽅法 ⽒名（漢字・ふりがな）、電話番号、年齢、
性別、教えてもらいたい内容、受講希望⽇が分かるよう
にして電話または FAX、E メールで申し込みください。
＜申込・問い合わせ先＞ 

株式会社ヒットエンジニアリング 
☎050-5583-7230 FAX 050-5274-1351 
E メール ht@ai-hits.com 

No.157 平成29年10⽉１⽇号 
編集･発⾏ ⻄会津町企画情報課 

みんなで町チームを応援しよう︕応援ツアー開催 
 
 町チームが参加する｢市町村対抗福島県ソフトボー
ル⼤会｣が相⾺光陽ソフトボール場で開催されます。町
チームの初戦は、10 ⽉ 15 ⽇（⽇）の第１試合で、伊
達市と対戦します。 

町公⺠館では、この試合の 
応援ツアーを次により⾏いま 
すので、ぜひご参加ください。 

なお、⽇程は天候により変 
更となる場合があります。あ 
らかじめご了承ください。 
◆⽇時 10 ⽉ 15 ⽇（⽇）午前６時出発 

※帰りは午後３時 30 分ごろ到着予定 
◆集合場所 町役場 庁舎裏駐⾞場 
◆参加費 無料 
◆試合開始 午前９時 30 分〜 
◆試合会場 相⾺光陽ソフトボール場 
◆申込期限 10 ⽉６⽇（⾦） 

※定員（23 ⼈）になり次第締め切り 
＜申込・問い合わせ先＞ 
 町公⺠館 ☎45-3244 

⾃慢のお⽶を募集︕⻄会津⼀うまい⽶コンテスト 
 

町では、⻄会津産⽶のおいしさを客観的に評価し、町
内外への情報発信を通して⻄会津産⽶の知名度向上と
販売強化につなげるため、今年も「⻄ 
会津⼀うまい⽶コンテスト」を開催し 
ます。⼿塩にかけて育てた⾃慢のお⽶ 
をぜひご出品ください。 
◆審査対象品種 町内産コシヒカリ 
◆出品⽅法 参加申込書および出品する⽞⽶300ｇ（２

合）を 10 ⽉ 13 ⽇（⾦）までに提出してください。
◆審査⽅法 

⼀次審査＝⾷味計で測定し、上位５点が⼆次審査
へと進みます。上位５点に選ばれた場合は、同じ
ほ場の⽞⽶５㎏を提供していただきます。 

⼆次審査＝⾷味値上位５点の⽶を審査員が実⾷
し、最優秀賞１点と優秀賞４点を決定します。 

＜出品・問い合わせ先＞ 
農林振興課・農政係 ☎45-4531 



野⽣キノコの出荷制限について 
 

平成 26 年８⽉に町内で採取された野⽣キノコから
基準値を超える放射性物質が検出されたことにより、
町内の野⽣キノコは出荷が制限され、原則、出荷・販売
することはできません。ご注意ください。 

なお、野⽣ナメコは平成 29 年４⽉に出荷制限が解
除されましたが、出荷・販売する際は必ず事前 
に県のモニタリング検査を受けてください。 
＜問い合わせ先＞ 

県農林事務所森林林業部・林業課  ☎0241-24-5734
町役場農林振興課・林政係 ☎45-4531 

⻭科⼝腔健康診査を実施します 
 
 後期⾼齢者医療保険では、被保険者の皆さんの⻭科
健康保持および疾病予防などのため、次により⻭科健
診を実施しています。⻭の健康は、⼝腔状態の悪化によ
る⻭周病や、かむ⼒の低下による誤えん性肺炎などを 
予防するために⼤変重要です。健診費⽤は無料です。こ
の機会に⻭科健診を受診しましょう。 
◆対象者 県後期⾼齢者医療保険の被保険 

者で、昭和 16 年４⽉２⽇から昭和 17 
年４⽉１⽇⽣まれの⼈ 

◆健診項⽬ 問診、⻭（義⻭）、咬合、⻭周 
組織、えん下の状態など 

◆健診期間 11 ⽉ 30 ⽇（⽊）まで 
◆留意事項 

①対象⻭科医院で実施します。詳しくは５⽉下旬に
対象者に配布された案内状をご覧ください。 

②無料で受診できるのは１回だけです。 
③東⽇本⼤震災により避難している⼈は、避難先で

受診できる場合があります。 
④⻑期⼊院している⼈や、介護施設に⼊所している

⼈は、対象とならない場合があります。 
＜問い合わせ先＞ 

県後期⾼齢者医療広域連合 ☎024-528-9024 
町役場健康福祉課・国保医療係 ☎45-2214 

秋の農作業事故に注意しましょう 
 

コンバインなどで農作業を⾏う際は、事故に⼗分注
意してください。事故は、農業機械を使⽤する際 
の安全意識の⽋如や、操作の誤りが原因で発⽣ 
しています。ゆとりある計画的な作業 
を⼼掛け、事故防⽌に努めましょう。 
◆余裕をもって作業しましょう 

安全確認を⾏い、誤操作を起こさ 
ないよう注意を払って作業しましょう。また、機械の
点検は必ずエンジンを停⽌してから⾏いましょう。 

◆農作業事故が発⽣しています。注意しましょう 
今年、県内では５件の農作業事故が発⽣していま

す。次の点に注意して作業しましょう。 
◎道路を⾛⾏する際は安全な速度で移動する。 
◎ほ場の進⼊・脱出時、畦越え時は特に注意する 
◎⼀⼈での作業は避け、複数⼈で作業する。 

＜問い合わせ先＞ 
農林振興課・農政係 ☎45-4531 

 

町歴史⽂化講演会・シンポジウムを開催 
 

町公⺠館では、町歴史⽂化講演会・シンポジウムを開
催します。⼊場は無料でどなたでも 
参加できます。ぜひご来場ください。 

また、終了後に懇親会を予定して 
います。参加を希望する場合は町公 
⺠館まで連絡をお願いします。 
◆⽇時 10 ⽉ 15 ⽇（⽇） 

午前 10 時〜午後４時 
◆会場 ⻄会津中学校・多⽬的ホール 
◆第１部 基調講演 午前 10 時〜正午 
  國學院⼤學名誉教授 ⼩林達雄先⽣ 講演会 
  ｢縄⽂⼈からのメッセージ  －5000 年前の⻄会津

町とその⾵景－｣ 
◆第２部 シンポジウム 午後１時 30 分〜４時 
  ｢⻄会津町で発⾒された縄⽂⼟器の魅⼒を語る｣ 
  國學院⼤學名誉教授・・・・・・・⼩林達雄⽒ 
  ⽇本考古学協会会員・・・・・・・佐藤光義⽒ 
  東北学院⼤学⽂学部教授・・・・・辻 秀⼈⽒ 
  町歴史⽂化基本構想等策定委員会副委員⻑ 
                  ⽥崎敬修⽒ 
  東京藝術⼤学美術学部特任准教授・伊藤達⽮⽒ 
  阿賀町教育委員会主任・・・・・・阿部泰之⽒ 
  コーディネーター 
  元会津⼤学短期⼤学部講師・・・・⻑尾 修⽒ 
＜申込・問い合わせ先＞ 
 町公⺠館 ☎45-3244 

 

今年の｢ふるさとまつり｣は 10⽉28⽇、29⽇ 
 

第 32 回を数える秋の恒例イベント「⻄会津ふるさと
まつり」が 10 ⽉ 28 ⽇、29 ⽇に開催されます。 

恒例の「桐ゲタ投げ全国⼤会」や「紅葉ウォーク」、
｢グリーンステージ」のほか、町内産⽶の魅⼒を発信す
る「⽶フェス」や、町内菓⼦店⾃慢のスイーツを堪能で
きる「⾄福のスイーツマウンテン」、熱気球に搭乗でき
る「熱気球体験コーナー」など、今年も楽しいイベント
が⽬⽩押しです。 

ミネラル野菜をはじめとし 
た町内産農林産物や加⼯品の 
販売や、⻄会津の秋の味覚が 
味わえる「農家レストラン」、 
さらには、町内外からさまざ 
まなグルメが出店コーナーに 
軒を連ねるなど「⾷」も充実 
しています。 

⻄会津ふるさとまつりにぜ 
ひご来場ください。 
◆10 ⽉ 28 ⽇（⼟） 

◎オープニングセレモニー 
◎キャラクターショー 
◎⺠俗芸能と⺠謡の集い 
◎さゆりジャズ with 渡辺俊美 

◆10 ⽉ 29 ⽇（⽇） 
◎福島ホープス野球教室 参加者募集︕ 
◎紅葉ウォーク 参加者募集︕ 

  （共催︓第 10 回いきいき健康ウォーク in ⻄会津） 
◎丞神デナーSHOW!! 
◎第２回⽇本⼀うまい︕ 

新⽶早⾷い⼤会（⽶フェス） 参加者募集︕ 
◎福島ホープス ファン感謝祭 
◎第 20 回桐ゲタ投げ全国⼤会 参加者募集︕ 
◎⻄会津ふるさと⼤抽選会 

◆両⽇開催 
◎グリーンステージ 
◎⻄会津のソウルフード︕バケツ⾁まつり 
◎農家レストラン 
◎チビッココーナー 
◎⾄福のスイーツマウンテン New! 
◎熱気球体験コーナー New! 
◎ごはん⾷堂（⽶フェス） New! 

※詳しくは配布されるチラシをご覧ください。 
＜参加申込・問い合わせ先＞ 

町ふるさと振興推進委員会事務局（商⼯観光課） 
☎45-2213 FAX 45-3974 

秋季消防検閲のお知らせ  
10⽉22⽇（⽇）午前９時〜 

 
秋季消防検閲を 10 ⽉ 22 ⽇（⽇）に町内５

地区で実施します。当⽇は模擬⽕災訓練を⾏う
ため、午前 10 時 30 分〜正午ごろにかけて消
防⾞両がサイレンを鳴ら 
して⾛⾏します。⽕災と 
お間違いのないようお願 
いします。 
＜問い合わせ先＞ 

町⺠税務課・町⺠⽣活係 ☎45-2215 

10⽉は不正軽油撲滅 
強化⽉間です︕ 

 
県では、10 ⽉を不正軽油撲滅強化⽉間と定

め、関係団体と協⼒し不正軽油の排除に取り組
んでいます。 

｢不正軽油を作らない・売らない・買わない・
使わない｣不正軽油の防⽌・撲滅には皆さんの
協⼒と情報提供が⽋かせません。情報をお持ち
の場合は連絡をお願いします。 
＜情報提供・問い合わせ先＞ 

会津地⽅振興局県税部 
☎0242-29-5264 FAX 0242-29-5239 
電⼦メール aizu.kenzei@pref.fukushima.lg.jp 

 

⻄会津町創業塾を開催します 
 

町では「⻄会津町創業塾」を開催します。JBIA 認定
インキュベーションマネージャーなどを講師に起業に
関する基礎知識や⼿法を学ぶことができます。まずは
お電話ください。 
◆創業⼒が⾝につく全 12 回コースのセミナー 

◎⽇程 10 ⽉ 26 ⽇〜（全 12 回） 
◎会場 テレワークセンター２号館（旧すわ保育所）
◎講義時間 午後６時 30 分〜９時 
◎内容 経営戦略基礎、財務実務、プレゼンテーショ

ン技法、マーケティングとビジネスモデル など
◆就業相談会 電話予約により随時開催 
＜申込・問い合わせ先＞ 

商⼯観光課・商⼯観光係  ☎45-2213 



時 時
5 5

30お天気
2 2

12 12

「今週の町長日程」を放送

こゆりちゃんニュースワイド（月曜日）、文字放送、データ放送で

放送しています。

「臨時お知らせ」等を放送

防災関連の情報提供や注意喚起等のため、臨時のお知らせを放送

する場合があります。

西会津町ケーブルテレビ 電話 ４５－４４６１ Mail info@nct.ne.jp
（西会津ケーブルネット） FAX ４５－４４４７ URL http://www.nct.ne.jp/
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