
県内においても、新型コロナウイルス感染症が拡大している現状を踏まえ、下記イベントに 

つきまして、中止、延期または、延長となりましたので、皆様にお知らせします。 

〇 イベント等の中止お知らせ

〇 イベント等の延期または、延長のお知らせ 

イ べ ン ト 等 名 内容 開 催 日 時 問い合わせ先 会場名 

道の駅川俣リニューアルオープン式典 中止5月1日（金）
産業課 商工交流係 

内線 １５０４
道の駅川俣 

かわまたシルクフェスティバル 
中
止5月1日（金）～ 6日（水）

おりもの展示館 

024－565－4889

おりもの 

展示館

川俣シャモまつり2020春 
中
止5月2日（土） ，3日（日）

産業課 商工交流係 

内線 １５０４
中央公民館 

道の駅川俣リニューアルオープン 

イベント 

中
止5月2日（土） ，3日（日）

産業課 商工交流係 
内線 １５０４

道の駅川俣 

和気あいあい会 中
止5月7日（木） 

保健福祉課 健康増進係 

内線 ２２０２
保健センター

子育てお話会 中
止5月8日（金） 

子育て支援課 子育て支援係 

内線 ２３０３
保健センター 

交通安全町民大会 
鼓笛隊パレード 

中
止5月9日（土） 

総務課 消防交通係 

内線 １１０６
中央公民館 

行政相談会 中
止5月12日（火） 

総務課 文書広報係 

内線 １１０４
川俣町役場 

健康チェック日と 
さわやか体操教室

中
止5月13日（水） 

保健福祉課 健康増進係 

内線 ２２０２
保健センター 

男性限定健康チェックと 
ナイスミドル体操教室 

中
止5月14日（木） 

保健福祉課 健康増進係 

内線 ２２０２
保健センター 

遊びの教室とすくすく育児相談 中
止5月20日（水） 

保健福祉課 健康増進係 

内線 ２２０２
保健センター 

第 28回 
すこやか福島ねんりんピック 

中
止5月21日（木） 

福島県保健福祉部 

健康づくり推進課 

024-521-7825 

会津総合 

運動公園

和気あいあい会 中
止5月28日（木） 

保健福祉課 健康増進係 

内線 ２２０２
保健センター

イ べ ン ト 等 名 内容 開 催 日 時 問い合わせ先 会場名 

日帰り人間ドックの受付 

（受付期間の延長） 

延

長

受付期間が、4月24日（金） 

まででしたが5月8日（金） 

まで延長します。

保健福祉課 国保年金係 

内線 １４０３
川俣町役場 

山木屋とんやの郷 

食堂「おきがる亭」 

延
期

5月 12日（火）オープン予定 

小売店は通常営業しています。 

原子力災害対策課 住民支援係

内線 １７０２
とんやの郷 

2 歳 6か月児健診 
延
期5月15日（金） 

保健福祉課 健康増進係 

内線 ２２０２
保健センター 

3～4か月児健診 

9～10か月児健診 

延
期

5月19日（火） 
保健福祉課 健康増進係 

内線 ２２０２
保健センター 

特定健康診査 
延

期

6月～ 延期または、開催の有無は、
「広報かわまた6月号」でお知らせ
します。 
※なお、緊急事態宣言期間中は 
実施しません。

保健福祉課 国保年金係 

内線 １４０３
保健センター

川俣町新型コロナウイルス感染症対策本部からのお知らせ 
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〇 町施設等の利用休止についてのお知らせ 

下記の施設等は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当面の間、会議や打ち合わせ、 

グループ体操など、人が集まって行う集会等での使用を休止します。皆様のご協力をお願いします。 

施  設  名 期  間 問い合わせ先 

川俣町中央公民館、おじまふるさと交流館 

羽山の森美術館 
当面の間

川俣町中央公民館 

024-565-2434 

各地区公民館 当面の間 各地区公民館 

川俣町体育館、川俣町合宿所、川俣町福沢体育館 

農村広場 
当面の間

川俣町体育館 

024-565-3931 

各地区コミュニティ消防センター 当面の間
総務課 消防交通係 

内線 １１０６ 

春日、秋山、下戸、大作、新中町集会所 

駅前コミュニティセンター 
当面の間

企画財政課 財政係 

内線 １２０３ 

子どもの屋内運動場 

おてひめわくわくランド 
当面の間

子育て支援課 子育て支援係 

内線 ２３０３ 

銘品館シルクピア、からりこ館、おりもの展示館 

イベント広場、秋山駒ザクラ環境施設 
当面の間

産業課 商工交流係 

内線 １５０４ 

峠の森自然公園 当面の間
産業課 農業振興係 

内線 １５０２ 

睦地区転作研修施設、そば打ち体験館 

福沢、山木屋田代、仲田多目的集会所 
当面の間

産業課 農業振興係 

内線 １５０２ 

令和2年度の「住民けんしん」について 

保健福祉課 健康増進係 内線２２０２ 

毎年 5月に配布しておりました「住民けんし

んハンドブック」は新型コロナウイルス感染

症の影響により配布を延期しております。 

配布月については、決定次第お知らせいたし

ます。なお、緊急事態宣言期間は、健康診断

は行いません。 

第 47回川俣ロードレース大会 

開催中止について 

川俣ロードレース大会事務局 024-565-3931 

6 月 21日（日）に開催予定の川俣ロードレ

ース大会は、新型コロナウイルス感染症拡大

防止の観点から中止となりました。 

すでにお申込みされた方の参加費は返金 

（5月中に書留で送金）いたします。 

◇ 側溝清掃中止のお知らせ 【問合先】町民税務課生活環境係・川俣町保健委員会 内線1307 

6 月 7日（日）に予定されていました側溝清掃は、新型コロナウイルス感染症の感染 

予防のため、中止となりました。 

 布製マスクの配布について  

【問合先】新型コロナウイルス感染症対策本部（保健福祉課 地域福祉係 内線１４０２） 

町では、川俣町の住民基本台帳に載っている16歳以上の方を対象に、布製マスクを 

配布することといたしました（妊婦・中学生以下・施設に住所のある方は除きます）。 

5月中に『マスク申込書』を、各家庭に郵送いたしますので、必要事項をご記入いただ

き、同封されている返信用封筒で川俣町役場に送付してください。 

  詳しくは、今後郵送する『マスク申込書』をご覧ください。 


