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チーム「希望ふくしま」が福島駅伝に参加！  
今年も、金山町・湯川村・葛尾村・川内村・三島町・昭和村・檜枝岐村の合同チーム「希

望ふくしま」が福島駅伝を走ります。週に２回、練習を行っている金山町の選手等をご紹介

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

大会日程：１１月１６日(日)７：４０ 白河市総合運動公園陸上競技場 スタート 

みなさんのご声援が選手の力になりますので、応援をよろしくお願いします。 

◎問い合わせ／教育係 電話 ５４－５３６１ 

 氏  名 所  属 

監督 小桧山  淳 川口高校(教諭) 

コーチ 須 佐 光 夫 金山町役場(上横田) 

選手 中 丸 凌 太 川口高校３年(大志) 

〃 伊 藤 弦 太 川口高校１年(会津美里町) 

〃 小 林 将 太 金山中学校３年(本名) 

〃 若 林 優
ゆう

 雅
が

 金山中学校３年(川口) 

〃 渡 部 翔 太 金山中学校２年(横田) 

〃 栗 田  爽
さわ

 金山中学校２年(川口) 

〃 五ノ井  浩 NEC情報ｼｽﾃﾑｽﾞ(高倉出身) 
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JR只見線に乗ってごっつおまつりに行こう！ 
１０月２５日(土)・２６日(日)のごっつおまつりに只見線を利用して来場され
た方には粗品をプレゼント！この機会に只見線をぜひ、ご利用ください。 
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☀国保加入者の方へ 

「ジェネリック医薬品使用促進のお知らせ」をご覧ください 
 

 

 

 

 

 

国保加入者の方へ、「ジェネリック医薬品使用促進のお知らせ」ハガキを送りました。 

これは、国保加入者の方が実際に支払ったお薬代について、もしジェネリック医薬品に切

り替えた場合、どの程度安くなったかをお知らせするものです。１件あたりの差額はわずか

でも、ちりも積もれば山となります。家計にやさしいジェネリック医薬品をぜひご利用くだ

さい。 

９月に国保保険証とともにお送りした、ジェネリック医薬品希望カードもご活用ください。 

なお、すべてのお薬にジェネリック医薬品があるわけではなく、また治療方針等によりジ

ェネリック医薬品が適さない場合もあります。必ずお医者さん、薬剤師さんにご相談くださ

い。 

※薬が処方されていない方や、切り替えられるジェネリック医薬品がない方には、このお知

らせはありません。 

◎問い合わせ／保健福祉係 電話 ５４－５１３５ 

 

落橋撤去のため上田・本名ダムで一時湛水 
 平成２３年の豪雨災害後、上田・本名ダム調整池については、ゲートを全開し水を溜めな

い状態でしたが、台船を利用した土砂排除（浚渫）を行うためと落橋した JR只見線第６、

第７鉄橋及び滝ダム下流の滝橋撤去を行うため、湛水を開始しています。 

 本名ダムについては、来年の４月まで、上田ダムに 

ついては１１月２０日ころから来年の３月まで湛水を 

行います。 

 ご不安をお持ちの方も多いでしょうがご協力をお願い 

致します。 

また、只見川の水位は急に変動することがありますので 

ご注意ください。 

 

◎問い合わせ／建設係 ５４－５３１１ 

 

 

 

ジェネリック医薬品とは？ 

ジェネリック医薬品とは、これまで使われてきたお薬の特許が切れた後に、同

等の品質・安全性が確認された上で、国から製造・販売を認可された低価格化の

お薬のことです。「後発医薬品」とも言います。 
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全国火災予防運動 

１１月９日～１１月１５日まで「もういいかい 火を消すまでは まあだだよ」をスローガンに、秋の

全国火災予防運動が実施されます。 

  空気が乾燥し火災が発生しやすい季節になってまいりました。  

  火気の取り扱いには十分注意されますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮下病院だより 

宮下病院 薬剤部 

山田 正人 

～お薬について知識と理解を深めましょう～ 

国内外の製薬会社などでつくる「くすりの適正使用協議会」が行った意識調査によると、

医薬品に関する基礎知識について間違った認識を持つ人が多いことが分かりました。特に、

「医薬品と健康食品・サプリメントの違い」、「ジェネリック薬（※1）と OTC薬（※2）の違

い」、「一般用薬の分類」について多くの人が理解していないという調査結果が示されました。 

 また、「自分が病院で処方された薬を、家族が同じような症状の時に飲ませてはいけない」

「錠剤などの内服薬を、お茶やコーヒー、お酒で飲んではいけない」といった質問でも約９

割の人が認識していながら、実際はその半数の人が自分の薬を家族に飲ませたり、水以外で

薬を飲んだりしていて、基礎的な知識は持っていても、実践できていないことが示されまし

た。 

 本年 11 月から施行される改正薬事法では、医薬品の使用における「国民の役割（※3）」

が追加されますので、この機会に「くすり」について、知識と理解を深めてみてはいかがで

しょうか。 

 

※1 ジェネリック薬…新薬の特許期間満了後に製造・販売される薬のこと。 

※2 OTC医薬品…薬局などで販売されている市販薬のこと。 

※3 改正薬事法第一条の六 一部抜粋（国民の役割） 

 国民は、医薬品等を適正に使用するとともに、これらの有効性及び安全性に関する知識と

理解を深めるよう努めなければならない。 
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インフルエンザ予防接種が始まります！  
 

 この冬の流行に備えたインフルエンザの予防接種が始まります。本格的な流行の前に、希

望される方は早めに接種してください。 

金山町では、インフルエンザの予防接種を受ける方に対して、下記のとおり接種費用の一

部を助成します。 

 

１ 対 象 者・・・金山町に住民登録をしている方が対象です。 

 

 ２ 接種期間・・・平成２６年１１月１日（土）から平成２６年１２月３１日（水）まで 

 

 ３ 接種手続・・・予防接種を受けるときは、医療機関に接種可能かどうかを確認し、予

約をしてから受けてください。 

 

 ４ 接種回数・・・１３歳未満の方は２回、それ以外の方は１回です。 

          基礎疾患（慢性疾患）をおもちの方は、医師の判断により２回になる

こともあります。くわしくは医師におたずねください。 

 

 ５ 接種費用 区  分 住民負担額 

 生活保護世帯、町民税非課税世帯 無料※２ 

 

課税

世帯 

妊婦 無料 

 ０歳～高校生まで 無料 

 高校卒業～６５歳未満まで    全額負担（3,700～4,320円） 

 ６５歳以上 １,０００円 

 ６０歳以上６５歳未満で 

※１に該当する方 
１,０００円 

 

※１心臓、腎臓又は呼吸器の機能に、自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度

の障害がある方、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど

不可能な程度の障害がある方 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎問い合わせ／保健福祉係 電話 ５４－５１３５ 

※２生活保護世帯及び町民税非課税世帯の方へ 

役場住民課で「インフルエンザワクチン接種費用助成事業対象者証明書」の交付

を受けて、医療機関に提示してください。負担額は無料となります。 

なお、証明書の交付を受けずに接種を受けた場合は、一度負担額を医療機関に支

払っていただきますが、後日その領収書を役場住民課に提出していただければ、負

担額相当分を払い戻します。 
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～プール編～ 

 水中運動は、膝や腰への負担が陸上運動に

比べて軽くなるといわれています。今年度最

後のプール教室ですので、興味のある方はぜ

ひご参加ください。 

日 時 場   所 

１１月２０日(木) リステル猪苗代 

※持参するもの：参加費１５０円 

他３，５００円程度(昼食代等) 

水着・水泳帽・タオル 

※プール参加希望者は１１月７日（金）まで

に事前に役場住民課へお申込みください。

希望者には詳細を個別にお知らせいたしま

す。 

※プールのみの参加も可能です。 

 

～室内編～ 

 昨年まで町で実施していた｢膝・腰痛予防

教室｣です。室内で簡単にできる関節運動を

行います。自宅でも取り入れやすい運動で

すので、まずはお気軽にご参加ください。 

日  時 場  所 

１１月１１日(火) 横田公民館 

 

※持参するもの：参加費１５０円 

健康手帳 

 

※事前申し込みは不要です。 

※運動しやすい服装でご参加 

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事前申し込みは必要ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆講  師： 島田 一郎 先生 

室内編・プール編とも都合により日程が変更となっております 

◎問い合わせ／保健福祉係 電話 ５４－５１３５ 

 

 

 

 

 この体操は、さまざまな動きを取り入れた介護予防の体操です。全身の筋肉を使うことで

脳を元気にし、認知症予防にも効果があると言われています。 

音楽に合わせた楽しい運動です。（椅子に座ってもできます。）申し込みは不要です。動き

やすい服装でお越しください。 

 

日  時 場  所 

１１月１２日（水） ゆうゆう館 

１１月１９日（水） 横田公民館 

☆時間は１３：３０～１５：００です。 

◎問い合わせ／保健福祉係 電話 ５４－５１３５ 
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公民館からお知らせ 

◎申込・問い合わせ／中央公民館 電話 ５４－５３６１ 

 

●ヨガ体験教室 ～ゆったりとしたひとときを過ごしませんか～ 

☆講師 長谷川 エイ子さん（宮崎） 

☆参加費 無料 

☆対象 どなたでも参加できます。 

☆持ち物 バスタオル、飲み物 

☆日時・場所  １１月１３日(木)１９：００～２０：３０ 本名公民館 

        １１月１９日(水)１０：００～１１：３０ 本名公民館 

 

●英会話教室 ～ダイアナ先生と英会話を楽しみましょう～ 

☆講師 ダイアナ チュオング（ALT） 

☆参加費 無料 

☆対象 どなたでも参加できます。 

☆持ち物 ノート、筆記用具 

☆場所 金山町役場４階委員会室 

☆日時 ９月から３月までの第１、３金曜日１８：００～１９：００時 

    １１月７日・２１日、１２月５日・１９日、１月９日・２３日、２月６日・２０日 

    ３月６日・２０日  （１月は第２、４金曜日に開催します。） 

 

●ピザ作り体験 ～おいしいピザを楽しく作りましょう～ 

☆講師 栗城 和夫さん（小栗山） 

☆参加費 １，０００円程度（参加人数、材料費等により後日、精算します。） 

☆対象 どなたでも参加できます。※先着１５名程度 

☆持ち物 エプロン、三角巾 

☆日時・場所  １１月２２日(土)１０：００より 生活体験館 

☆申込締切 １１月１７日(月)※定員になりしだい終了します。 

 

●パソコン教室 ～ブログを作成しよう～ 

☆講師 会津コンピュファーム（会津美里町） 

☆受講料 １，０００円（テキスト代） 

☆日時 １１月５日(水)・７日(金)・１２日(水)・１４日(金)・１９日(水) 

    ９：３０～１１：３０ 

☆場所 横田公民館１階図書室 

☆申込締切 １０月３１日(金) 

事前の申込は不要です。 

当日参加も OKです。 

全５回のコースです。 

ブログとは…パソコンを 
使いインターネット上で 
公開する日記です。手軽に 
おしゃれなブログをつくる 
ことができます。 
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マイマイガ駆除に高圧洗浄機を貸し出します 
  

７月下旬から会津地方全域でマイマイガの大量発生があり、町内の大量発生のあった地区

は今なおいたるところに卵が残された状態になっております。 

この状況を受けて、町では高圧洗浄機の貸出を開始します。ご自宅や敷地内に産みつけら

れた卵の除去は、今後の大量発生を防ぐ有効な手段とされていますので、皆様是非ご活用く

ださい。 

 

○貸し出しする高圧洗浄機について 

 

・台数・・・・２台 

・動力・・・・電動 

・水源・・・・水道ホースもしくはため池等 

・付属品・・・延長コード、作業用ゴーグル、ため池用フィルター、延長ノズル等 

・対象者・・・町内在住者、事業者等団体 

・貸出期間・・一週間以内 

・目的・・・・町内施設におけるマイマイガの卵駆除のみに用途を限らせていただきます。 

 

※町外に持ち出しての利用等はご遠慮ください。 

 

・壁面等の材質によっては水分や圧力に弱く、変質したりする場合がありますのでご注意く

ださい。詳しくは高圧洗浄機に附属の注意書きをご覧ください。 

 

・壁面等から落とした卵については、燃えるゴミに出すか土に埋めて処分してください。 

 

・卵塊を除去する際は卵を覆っている鱗毛や卵が飛び散るため、マスク、ゴーグル、手袋等

を準備し、長袖を着用してください。 

 

◎申込・問い合わせ／保健福祉係 電話 ５４－５１３５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゆうゆう館（福祉センター）の温泉が 
再オープンしました！ 

ゆうゆう館（中川）の温泉は改修工事のためお休みしておりましたが、工事が終了し 

１０月２０日（月）から再開しています。多くの方のご利用をお待ちしています。 

※１０月３１日（金）までは、無料で開放いたします。 

利用時間 （平日・土） 午前１１時～午後８時まで 

     （日・祝）   午前１２時～午後８時まで 

            ◎問い合わせ/福祉センター 電話 ５５－３３３６ 
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爽やか紅葉ウォーキング大会・神々の道と霧幻峡 

あいづ歩こう会の会員と、奥会津の地域住民の交流ウォーキング大会が三更地区と三島町

の早戸地区で行われます。他地域の方との交流を楽しみ、自然の素晴らしさを鑑賞してくだ

さい。 

 

☆日 時 １１月８日(土) 午前９：００受付 ９：４０開会式 １０：００出発 

☆場 所 早戸温泉つるの湯駐車場(三島町)集合 

  ☆参加費 ５００円（傷害保険含む。つるの湯入湯券ときのこ汁付き） 

  ☆コース 約１０㎞（アップダウンのある絶景眺望コース）完歩証の発行と抽選会！ 

  ☆持ち物 昼食、飲み物、雨具等 

   当日の参加も受け付けますので、みなさん、ぜひ、ご参加ください。 

 

◎申込・問い合わせ／中央公民館 電話 ５４－５３６１ 

 

原子力損害にかかる「個別相談会」 
 

福島第一原子力発電所事故による法人及び個人事業主が被った風評被害等による損害に

対する賠償の仕組みや具体的な手続きについての「個別相談会」を開催します。 

  

◇対  象 本件事故による風評被害で損害を受けられた町内で事業を営む観光業、 

商工業、サービス業、農林業等の事業主さま・関係者さま 

◇日  程 １１月１１日（火） 

◇場  所 金山町老人福祉センター（ゆうゆう館） 

  

○予約専用電話番号 ０２４２－２４－０７１０（会津若松補償センター） 

 ○予約受付時間 ９時～１６時（土日祝祭日を除く開催日の前日１６時まで） 

 

※上記予定日でも事前予約がない場合は、相談窓口を開設いたしませんので御注意ください。 

 

◎問い合わせ／東京電力(株) 福島補償相談室  

電話０１２０－９２６－４０４ 
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町営住宅入居者の募集をします。 
 

◆若者向町営住宅（中川かっこうハウス）／鉄筋コンクリート３階建 

 ・住宅の場所／大字中川字上居平９６４番地９ 

 ・募 集 戸 数／２ＬＤＫ（２０３号室）１戸 

 ・月 額 家 賃／２５,０００円 

   （別途、共同施設の経費負担が月４,０００円程度かかります。） 

 

◎入居資格 

 ・町内に住所又は勤務場所を有し（見込みの者を含む）入居しようとする年の４月１日現

在の年齢が１６歳以上、４５歳以下の者で、引き続き将来とも本町に居住する見込みの

者。 

 ・現に居住し、又は同居しようとする親族（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者、その他の婚姻の予約者を含む）があること。 

 ・現在住宅に困窮している者であること。 

 ・入居申込日において、条例で定める収入基準内である者。 

 ・町税等を滞納していないこと。 

 

◎申込期間 

 

１０月２３日（木）～１１月１４日（金） 

 

 上記期間に申し込みがない場合は、毎月１５日締め切りで随時募集します。 

 また、申込者が募集戸数を上回る場合は、条例で定める優先順位、または公開抽選により

決定します。 

 

◎申し込み・問い合わせ／建設係 電話５４－５３１１ 
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１１月の資源回収 

町内全域 

月 日 種 類 

１１月 １日（土） 段ボール 

  ５日（水） プラスチック容器包装  

    ６日（木） ペットボトル 

    ８日（土） 紙類          

   １９日（水） プラスチック容器包装  

２０日(木)  粗大ごみ 

川口・沼沢地区のみ  

月 日 種 類 

１１月１９日（水） 缶類         

   ２６日（水） びん類・不燃ごみ 

西谷・本名・横田地区のみ 

月 日 種 類 

１１月 ５日（水） 缶類         

   １２日（水) びん類・不燃ごみ 
  
※粗大ごみの収集は出された量により２日間になることがありますので

ご了承ください。 

※びんは雨水が入らないように立てずに横に倒して出して下さい。 

※殺虫剤などのスプレー缶の中身が残っていると、処理をする際に爆発し、

大変危険です。中身を使い切り、穴をあけてから捨ててください。 

※燃やせるごみはよく水気を切って出してください。 
 

問い合わせ／保健福祉係 電話 ５４－５１３５ 


