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町からのお知らせ、募集など各種情報をお届けします。

交通規制のお知らせ
道路橋梁点検調査に伴い、下記により点検者による点検を実施いたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

○日時及び点検場所

平成２９年８月１日㊋

午前 三島町大字浅岐地内 若林橋

午後 三島町大字川井地内 松音寺橋

平成２９年８月２日㊌

午前 三島町大字川井地内 松音寺橋

平成２９年８月３日㊍

終日     三島町大字川井地内 歳時記橋

    午後 三島町大字川井地内 大石沢橋

※点検状況により時間が前後することがありますのでご了承ください。

○交通規制の方法
①若林橋

車両通行止め

②その他の橋梁 片側交互通行

○規制時間
①午前９時から正午
②午後１時から午後 5 時
○点検業務委託業者
柳津町大字細八字下平乙 22 柳津測量設計株式会社☎ 0241（42）3387
問産業建設課建設係 ☎（48）5556

散水消雪施設更新工事のお知らせとご協力のお願い
この度、県道 小栗山宮下線他におきまして、福島県会津若松建設事務所発注の道路橋りょう整備（交付）工事（消雪補修）を施工す
ることとなりました。
工事期間中、各区間は片側交互通行となります（天候により工事期間がずれる場合があります。日曜日は作業を行いません）
。
沿線住民におかれましては、ご理解とご協力のほどをよろしくお願いいたします。安全には十分注意し施工いたします。地域住民の皆様
には多大なご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。

○工  事  名

第 17-41341-0003 号 道路橋りょう整備（交付）工事（消雪補修）

○工事場所

小栗山宮下線 大沼郡三島町大字宮下 地内

○規制予定期間

平成 29 年８月 18 日～平成 29 年 11 月 30 日

○規制予定時間帯 午前８時 30 分～午後５時
発 注 者
担
当
電
話

福島県会津若松建設事務所
宮下土木事務所 業務課
0241（52）2311

請 負 者
電
話
現場責任者

日本地下水株式会社 福島営業所
0242（83）3753
郷間 徹

区間ごとの工事期間
８月１８日～９月２０日

９月２０日～１０月２０日

１０月２０日～１１月３０日
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みしまテレビ ( 自主放送 ) 番組表

放送期間：７月２８日㊎～８月２５日㊎の朝 10 時まで
時

間

番

組

5:00~5:30
5:30~6:00

内

容

昭和 58 年 11 月   ３日 三島町文化祭  芸能発表会 昭和 60 年 10 月 20 日 浅岐地区  サイノカミつくり
過去の映像ライブラリ

6:30~7:00

昭和 56 年   １月 14 日 大登地区 サイノカミつくり 昭和 60 年 10 月 21 日 早戸地区 虫供養
昭和 56 年 西方地区托鉢・団子まき

7:00~7:30
みしま通信
7:30~8:00

5 月前半放送
【平成 29 年度三島町新教職員紹介 風景「大林ふるさとの山」
】他
5 月後半放送
【三島町消防団春季検閲式、平成 29 年度三島町役場職員紹介】他

8:00~8:15

町からのお知らせ

町民の皆様へのお知らせや、町のＣＭなど

8:15~9:00

元気でまっせ体操

椅子に座ってできる 15 分程度の体操です！
( 体操終了後は、町からのお知らせ )

9:00~10:00

過去の映像ライブラリ

10:00~11:00

こらんしょ体操教室

11:00~12:00

過去の映像ライブラリ

12:00~12:30
みしま通信
12:30~13:15
13:15~13:30

三島町の風景

13:30~14:00

元気でまっせ体操

14:00~15:00

過去の映像ライブラリ

15:00~16:00

健康講演会

16:00~17:00

こらんしょ体操教室

昭和 61 ～ 62 年 荒屋敷遺跡発掘の記録
前半、後半 各 20 分程度。10 分休憩あり。いつまでも足腰元気に！
平成２年 11 月３日 三島町文化祭
６月前半放送
【三島大橋修繕代行事業、完成‼   平成 29 年度 田んぼの学校 田植え】他
６月後半放送
【三島小学校三島保育所合同大運動会  、平成 29 年度 虫送り（西方・名入）
】他
町の季節の風景や伝統行事、特産品、温泉など
椅子に座ってできる 15 分程度の体操です！
( 体操終了後は、町からのお知らせ )
昭和 55 年９月 西方児童館 運動会
「生活習慣病、予防への挑戦」～なぜメタボ健診は重要か～
講師：矢島鉄也（元  厚生労働省健康局長）
前半、後半 各 20 分程度。10 分休憩あり。いつまでも足腰元気に！

17:00~17:30

３月前半放送
【三島小学校  校内スキー大会 、第 45 回雪と火のまつり】他

17:30~18:00

３月後半放送
【三島保育所  親子ソリ乗り大会 、高清水地区雛流し】他

みしま通信
18:00~18:30

４月前半放送
【涅槃会（宮下、大谷、西方地区）
  三島中学校  卒業証書授与式】他

18:30~19:00

４月後半放送
【地域おこし協力隊活動報告会、三島保育所入所式】他

19:00~21:00

特集番組

１月後半放送
【第 28 回ふくしま駅伝、サンタさんがやってきた♪】他

21:00~21:30
21:30~22:00

平成 29 年度 三島小学校三島保育所合同大運動会

みしま通信

２月前半放送
【三島保育所クリスマス発表会、新春祝賀会並びに自治功労表彰式】他
２月後半放送
【三島のサイノカミ 宮下地区、三島保育所豆まき】他

22:00~22:30
22:30~23:00

三島の年中行事 サイノ神（平成 12 年制作）

23:00~23:30

平成 10 年 10 月 10 日 三島町体育祭

23:30~0:30

平成 22 年度 三島中学校卒業証書授与式
過去の映像ライブラリ

0:30~1:00

昭和 62 年２月   ２日大谷地区  初午  ワラダ転がし
昭和 55 年９月 15 日宮下地区  祭礼  御神楽

1:00~1:30
1:30~5:00

【盆踊り特集】
昭和 58 年 間方地区
昭和 60 年 大谷、桧原、西方地区

放送終了

カラーバー

※放送内容が変更になる場合や放送時間が若干ずれる場合がありますのでご了承ください。
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