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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。

雪と火のまつりミニイベント
【第 41 回三島町生活工芸品展】
「コロナを吹っ飛ばせ！冬のマルシェと花火大会」 「町民限定展示会」並びに表彰式を開催します
開催内容の規模縮小のお知らせ
新型コロナ感染症の影響により、冬のマルシェ及びランタンまつりは中止と
し、花火大会のみの実施といたします。
なお、有志の方より高校野球センバツに出場する只見高校の応援花火が追加
で打ち上げられます。ご覧になる方は感染症対策の徹底にご協力をお願いいた
します。

日時：令和４年３月 19 日㊏

18：00 ～

花火大会（宮下地区内）

問三島町観光協会 ☎（48）5000

三島町空き家利活用モデル事業に関わる
空き家物件を募集します！
町では町内の空き家を 13 年間借り上げ、国・町の予算で改修し、町が管理
するとともに、移住・定住希望者への貸し出しを行う事業を実施しています。
それに伴い、令和５年度に改修・貸し出しをする空き家物件を募集してい
ます。応募にあたっては、条件がございますので、詳しくは、お気軽にお問
合せください。
【申込受付締切】 令和４年５月 31 日㊋
【対象となる建物】
・三島町内にある居住用の建物で、現在居住しておらず、今後も居住の予
定がない建物
・町が移住・定住希望者等に転貸することの同意を得られるもの
・法務局において不動産登記されている建物
・建物の存する土地が借地でないもの
・当該建物及び周囲との関係について、係争事や問題のないもの
・三島町防災マップによる土石流・急傾斜・特別警戒区域外のもの
・屋根、外壁、基礎に著しい損傷のないもの
問地域政策課 地方創生推進係 ☎（48）5533

「観光交流舘からんころん」
休館日新設のお知らせ
観光交流舘からんころんは、これまで休館日を年末年始のみとし、その他
は年中無休で運営しておりましたが、令和 4 年度より以下の通り新たに休館
日を設けることといたしましたのでお知らせ致します。
令和４年４月より毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）及び年末年始

第 41 回三島町生活工芸品展は、昨年を上回る 47 名の町民の方より 206 点
の編み組細工や木工品が出品され、審査の結果、26 名の方が受賞されました。
つきましては、素晴らしい作品の数々をご覧いただきたく、下記のとおり町
民限定の展示会を開催いたしますので、皆様のご来場をお待ちしております。
○開催期間

３月 27 日（日） 午前 10 時から午後 ４ 時

○会

生活工芸館２ 階

場

大工芸室（特設会場）

※当日は午前 10 時より同会場にて表彰式も執り行います。
※非売品を除く販売品については、当展示会終了後は生活工芸館にて常設販売（展
示）となります。なお、当日の購入は可能ですが、引き渡しは後日となります。

問生活工芸館 ☎（48）5502

『第 36 回ふるさと会津工人まつり』等の
開催中止について
例年６月に開催しております「ふるさと会津工人まつり」につきましては、
新型コロナウィルス感染症の状況が未だ落ち着かず、通常通りの開催は難し
いことから中止といたします。なお、町では令和４年中に新型コロナ対策を
徹底し、新たなイベントを企画、開催いたしますので、詳細については後ほ
どお知らせいたします。開催を楽しみにしてくださった皆様には、急な案内
となりご迷惑をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上
げます。
問生活工芸館 ☎（48）5502

緑の羽根募金への
ご協力をお願いします
緑の羽根募金は、両沼地方緑化推進委員会を通じて、国土緑化推進機構へ
送られます。植樹や間伐などの国内森林整備のほか、震災で被災された方々
への支援、未来の担い手である子ども達への森林環境教育、海外の緑化支援
等へも活用されるものです。
町民の皆様のご協力をよろしくお願いします。
【募 金 額】 １本あたり

１００円

※４月以降、区長様へ募金の取りまとめ依頼を予定しています。
区長様が訪問した際に募金をお願いします。

※休館日は、電話等での観光案内、レンタサイクルの貸し出し、観光協会業務に

問産業建設課 産業係 ☎（48）5566

つきましてもお休みとさせていただきます。

問観光協会 ☎（48）5000

事業中止のお知らせ

求人情報

町内で新型コロナウイルス感染症患者の方が確認されたことを受け、以下の事

職種

業を中止といたします。感染拡大防止の為、ご理解とご協力をお願いいたします。

勤務時間

３月 22 日㊋ こらんしょ運動教室

３月 24 日㊍ 三島町健康講座

今後の事業の再開につきましては、新型コロナウイルスの感染状況を見てお知
らせいたします。

問地域包括支援センター ☎（48）5045

三島給油所 定休日のお知らせ
４月から三島給油所の定休日は以下のとおりとなります。なお、連休時の
営業日については、別途お知らせいたします。町民並びに特別町民、町内事
業所職員の皆様は、表示価格から５円 /ℓ引きとなりますので、ぜひご利用
ください。

定休日：木曜日・日曜日

問桐の里産業㈱三島給油所 ☎（52）2050

※ ポ …みしま健康ポイントの対象です。カードをご持参ください。

【問】三島町無料職業紹介所（地域政策課内）
☎（48）5533

ヤクルト商品のお届け・販売集金・普及活動
９：00 ～ 14：30 位まで（応相談）

収入

80,000 円（時給 850 円）以上

年齢

25 歳～ 60 歳位まで（応相談）

休日

㊏㊐㊗、会社指定日

福利厚生

その他

問い合わせ

ヤクルト独自の共済制度有り
●ご自宅からのお仕事です。
※ご自分の車を使用して頂きます。ガソリン代を助成いたし
ます。
●お届け地区 三島町・金山町中川まで
●保育料助成制度あり
●資料をご希望の方は、ハガキ・電話でご請求ください。
会津ヤクルト販売株式会社
会津若松市神指町大字黒川字湯川東 177 番地
☎ 0242-22-8960

※各種行事やイベントについては、コロナウイルス感染症拡大の状況により急遽中止する場合もあります。ご了承ください。
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令和４年度 図書館支援員を募集します

スポーツ推進委員を募集します

公民館、三島小・中学校の図書室で図書の紹介や整理を通して、図書環境
の充実と児童生徒等の読書活動を推進していただく図書館支援員を募集しま
す。

三島町のスポーツリーダーとして体育行事のサポートや企画及び実施を通
して、三島町のスポーツを推進していただくスポーツ推進委員を募集してい
ます。

１ 職務内容
（１）図書室での図書の紹介や読み聞かせ等に関すること
（２）図書館内の環境整備に関すること
（３）図書の貸出及び返却に関すること

１ 職務内容
（１) スポーツ推進のための事業の実施に係る関係機関との連絡調整
（２) 住民に対するスポーツ実技の指導
（３) 各種スポーツ大会やスポーツ教室等の運営や指導・助言
（４) 各種事業の円滑な運営のための連絡・調整
（５) その他スポーツ振興のための事業

２

募集内容
職種

図書館支援員

２

勤務場所

公民館、三島小学校、三島中学校図書室

雇用期間

令和４年４月１日から令和５年３月 31 日まで

募集人員・選考 １名 ※応募多数の場合は面接により選考
勤務時間等
報酬

職種

スポーツ推進委員

身分

町非常勤職員

雇用期間

令和４年４月１日から令和６年３月 31 日（２ヶ年）

募集人員

２名

勤務時間等

12：00 ～ 15：00 までの間の指定した２時間 週３日

報酬

会議、イベントによる
54,000 円（年額） ※２回に分けて支給します。

必要資格経験 普通自動車免許、スポーツに興味関心が高い方

時給 973 円

応募資格

普通自動車免許、司書または図書の紹介や整理に興味関心が高い方

募集締切

令和４年３月 28 日㊊

申込・問合先

募集内容

公民館 ☎（48）5599

申込・問合先 公民館 ☎（48）5599
桐の里ウォーク、県民スポーツ大会、ビーチバレーボール大
主なイベント 会、地区対抗ソフトボール大会、軟式野球大会、ふくしま駅伝、
桐たんぼーる教室 など
月１回定例会を開催します。
その他
（日程調整をして日時を決定します）

生活工芸館より 町民アカデミー講座のお知らせ
生活工芸館では、町民アカデミー講座と題して、町民向けの月一ものづくり体験を企画しました。１日以内で出来上がるような簡単な製作を企画していますので、
見学も含めてご参加いただければ幸いです。親子等ペアで一つのものに参加することも可能です。
これをもとに、みなさんの生活に一つ、自分でつくった生活工芸の品をお届けしたいと考えています。ぜひ、ご参加ください。
開催内容：
「新しいカタチに挑戦！山ブドウ・クルミストラップ（球）
」
日

時：４月 23 日㊏ 10 時より

場

所：工人の館

定

員：５組（親子等ペアでの参加も可）

ストラップイメージ

参 加 費 ：1,000 円
申 込 先 ：生活工芸館 ☎ 48-5502

町民アカデミー講座予定表
日程

（令和４年５月～令和５年３月）

内容

種類

定員（組）

参加料

目安時間

申込締切

５ 月 ３日㊋ 食卓で使おう 手彫りスプーン

木工

５

1,200

半日

３日前

６ 月 ４日㊏ 手で彫る 菓子皿

木工

５

1,200

半日

３日前

７ 月 23 日㊏ 手びねりでつくる陶器（茶碗、皿、カップ）

陶芸

６

1,500

２時間

３日前

夏休みスペシャル！！
「つくって、
使う」
をテーマに企画しています。
ぜひ、
８ 月 13 日㊏ その日の内に
親子でご参加ください。お楽しみに。

木工

６

2,000

１日

３日前

編み組

５

2,500

１日

１週間前

10 月 29 日㊏ 大人もハマる 板で作るゴム鉄砲

木工

６

1,100

半日

３日前

11 月 ５日㊏ 電動ろくろでつくる陶器（茶碗、皿、カップ）

陶芸

６

1,500

２時間

３日前

12 月 10 日㊏ 手で彫る 木の皿

木工

５

1,200

半日

３日前

編み組

５

2,500

１日

３日前

木工

５

1,200

半日

３日前

編み組

５

2,000

１日

３日前

９ 月 ３日㊏ ヒロロに触れよう ヒロロ採取と縄ない

１ 月 14 日㊏ マタタビ細工初級編 マタタビコーヒードリッパー
２ 月 11 日㊏ 食卓で使おう 手彫りスプーン
３ 月 ４日㊏ 冬の手仕事 ガマ草履

問生活工芸館 ☎（48）5502
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