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第６次昭和村振興計画にあなたの声を
アンケートの回答をお願いします！

10月 31日 (木 )を〆切としていた次期総合計
画「第 6次昭和村振興計画」の策定にかかるア
ンケート調査につきまして、ご協力を頂き誠に
ありがとうございます。

　今回の調査は、令和 3年度からの 10年間の計
画の基礎となる大変重要な調査となりますので、
提出をお忘れになっている方がいらっしゃいま
したら、最終〆切を 11月 15日 (金 )とします
ので忘れずにご提出をお願いいたします。

　なお、提出にあたっては、引き続き同封の返
信用封筒をご使用ください。
　また、設問が多岐にわたるため、わからない
場合には選択肢の「わからない」に〇をつけて
ご回答を頂くか、わかる範囲で回答を頂いてご
提出をお願いいたします。
　問 総務課　総務企画係 ☎ 57-2111

お願い

▼ 次ページ以降にも、お知らせ（募集）がござ
いますので、　ご確認ください。

国道 401号博士峠通行止めについて

台風 19号の記録的な大雨により、会津美里町側
において道路欠損や法面崩落等の被害が発生し
ました。災害復旧への早期対応が必要なことか
ら、下記日程により通行止めとなります。ご不
便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお
願いいたします。

【通行止期間】令和元年 11月 11日（月）
　　　　　　　    14:00から来春まで

なお、改めて防災無線での広報をいたします。
　問 産業建設課　建設係 ☎ 57-2123

周知 診療所からのお知らせ
直近の診療日をご案内いたします。
　インフルエンザ予防接種の申込み忘れはござ
いませんか。ご希望の場合は診療所までご連絡
ください。
○ 内科は毎週水曜日が一般外来休診日です。
　（検査・昭和ホーム回診・往診日、急患応相談）
○ 歯科は完全予約診療です。
○ 土日祝日は休診です。

月日 内科　　　歯科 バス
11月 7日（木） ○ 休診 松山～野尻
　 8日 (金 ) ○ 休診 大芦

11日 (月 ) ○ ○ 下中津川
　  12日 (火 ) ○ ○ 上昭和
　  13日 (水 ) 検査日 ○

　  14日 (木 ) ○ ○ 松山～野尻
※内科・歯科午後３時で休診

15日 (金 ) ○ ○ 大芦
18日 (月 ) ○ ○ 下中津川
19日 (火 ) ○ ○ 上昭和
20日 (水 ) 検査日 ○
21日 (木 ) ○ ○ 松山～野尻
22日 (金 ) ○ ○ 大芦

○  内科午前の診療は送迎バス利用者が優先とな
りますので予めご了承ください。

　※一般受付１番から３番程度（当日の状況に
よる）までは先着順の診療となります。

○  内科　受付時間
　  午前　１１：１５　まで
　  午後　１６：００　まで
○  内科　診療時間
　  午前　　９：００～１１：３０
　  午後　１４：００～１６：００
○  歯科　診療時間
　  午前　　９：００～１１：３０
　  午後　１３：３０～１６：００
　問 診療所 ☎  57-2255

周知
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帽子づくり講習会の参加者募集
人気のからむし帽子です。今や夏に欠かせない
アイテムとなっているかと思います。昨年に引
き続き折りたためる帽子（女性用）をつくります。
　今まで参加したことがある方も、ぜひご参加
ください。
1.開催日程

日程 内容
第 1回 令和元年11月30日 (土 ) 開講式
第 2回 令和元年 12月  1日（日）

糸づくり第 3回 令和元年 12月  8日（日）
第 4回 令和元年 12月 15日（日）
第 5回 令和元年 12月 22日（日）

帽子づくり

第 6回 令和2年　1月12日（日）
第 7回 令和2年　1月19日（日）
第 8回 令和2年　1月26日（日）
第 9回 令和 2年   2月   2日（日）
第 10回令和 2年   2月   9日（日）

2.開催場所　からむし織の里　織姫交流館内
3.時　　間　午前 9時～午後 4時頃まで /回
4.募集人数　10名程度
5.参 加 料　3,000円
　　　　　　　（糸づくりに参加しない方は2,000円）
6.申し込み

11月 13日（水）までに役場からむし振興室
（電話 57-2116）へご連絡下さるか、申込書
に記入の上持参、もしくは FAX（57-3044）
をお願いします。

7.持参いただくもの
・からむし（150g程度）※購入を希望する場
合は該当欄に〇をつけてください。
・手ぬぐい
・おぼけ（洗面器やバケツなどで代用可・直径
   30ｃｍ程度）
・おさき棒（割り箸で代用可）
・第５回からは「かぎ針」をご準備ください。
・昼食（会場で食事をする場合）
※苧麻庵は冬季予約営業となります。
共催：道の駅からむし織の里しょうわ・昭和村公民館
　問 からむし振興室 ☎ 57-2116

地機講習会の参加者募集
昭和村に古くから伝わる地機織の技と心の伝承
および後継者育成のために、からむし織「地機
講習会」を開催します。

1.講習期間
　令和元年 11月 18日 (月 )～
　　　　　　　　　　令和 2年 3月 31日 (火 )
2.場 所
　道の駅　からむし織の里　織姫交流館
3.定 員
　●糸づくりコース：6名程度
　　　　　　　　　　（初心者の方は 2名程度）
　●織 り コ ー ス：6名程度
　　　　　　　　　　（初心者の方は 2名程度）
4.受講資格
・村内に定住している方。
・受講中の作業風景を公開できる方。
・開講式及び講習日などの集合日に出席可能で
　あり、「からむし市」や地機関連の行事等に
　積極的に参加できる方。
・作成した糸や作品を「地機講習会作品展」に
　出品できる方。

5.講習内容
【糸づくりコース】
・手がらみづくりから撚りかけまで。
・自分の使いたい太さの糸を作ることができます。
【織りコース】　
・糸づくりから地機を使用した織りまでの一連
   の作業。
・原則として、２反以上を経緯共に手績み糸を
   用いて織ります。
・製作課題があります。お問い合わせください。

6.受 講 料
無料（但し、材料のからむし・消耗品は自己
　　　負担となります。）
※からむしをお持ちでない方は、応募時に
　ご相談ください。

7.申込締切　11月 12日（火）
8.申 込 先　昭和村からむし後継者育成協議会
　　　　　　　（事務局：昭和村からむし振興室）

　問 からむし振興室 ☎ 57-2116

募集 募集
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「糸づくり研修事業」研修生募集
　本村は、高品質なからむしの生産地であり、越後上布・小千谷縮布への原料供給地としても広く知
られ、古より伝わるからむしの生産技術は、国選定保存技術として高い評価を受けています。
　この研修事業では、先人たちの思いを継承し伝統技術を未来に繋げるため、上質なからむしを使用
し、極細の手績み糸を作ることのできる高い技術を持った績み手の後継者を育成します。

1.目 的
　からむし糸づくりの高度な技術を習得し、仕事として糸作りに従事できる人材を育成します。
2.内 容
　からむしの上布づくりを目指し、細く均一な糸 (麻番手 120番 )を月 3綛 (54g)績む技術を身に
着けることを最終的な目標とし、各々の習熟度に応じて指導を行います。(未経験者でも大丈夫です。)
3.研修期間　最長６ヶ月間
4.研修方法
・原則週 5日（月～金）午前 9時から午後 5時までからむし会館にて糸作りを行います。
・研修期間中必要な物品（電子秤など）は貸出します。
・糸の質・量ともに課題を設け、日誌（指定様式）に作業時間及び糸の量を記入し、毎月末に
　1ヶ月間績んだ糸を提出して品質等について評価を受けます。
・欠席・遅刻が多いなど研修態度が良好でない場合、また、課題（目標）を達成できない場合は、
　研修を中止する場合があります。

5.研修中の助成等
研修期間中に、以下のとおり月額 15万円を目安に報償費を支払います。
【1ヶ月～ 3ヶ月目まで】
細い糸作りの基本的な技術を習得する期間となります。3ヶ月目に月 1綛（18g）以上を達成
することを目標とします。糸量に関わらず月額 15万円を支給します。

【4ヶ月目】
細く均一な糸を安定して作ることを目指す期間です。2綛（36g）を目標に頑張りましょう。
12万円＋ 1綛 (かせ )（18g）につき 3万円支給します。

【5ヶ月目以降】
仕事として糸作りをする場合、早さも重要です。月 3綛（54g）を目指します。
9万円＋ 1綛（18g）につき 3万円支給します。

6.そ の 他　研修中のケガ等については、村が加入する傷害保険の範囲内で対応します。
7.募集人数　若干名
8.応募資格　令和元年4月2日現在の年齢が満18歳以上45歳未満の方。性別不問。糸作り未経験可。
9.応募締切　締切：11月 13日 (水 )　選考会：11月 19日 (火 )　研修開始日：12月 2日（月 )
10.応募方法　写真を貼った履歴書（健康状態、動機、日中繋がる連絡先を必ず記載してください）

を「昭和村からむし後継者育成協議会（事務局：からむし振興室）」まで郵送又は直
接持参にて提出してください。

11.選考方法　面接による選考会を行います。
※ご応募いただいた方に、選考会の時間、場所等の詳細を連絡いたします。

12.研修修了後について
　6ヶ月の研修で月 3綛 (かせ )（54g）の糸づくりを達成された方は、研修修了後、昭和村からむ
し後継者育成協議会に所属し、糸績みその他の仕事を紹介いたします。

　問 昭和村からむし後継者育成協議会（事務局：からむし振興室） ☎ 57-2116

募集





　お申し込み一覧

帽子づくり講習会　 ▼　からむし振興室

氏名 住所 電話番号 第 5回からの
参加

からむしの
注文

・希望する
・希望しない 有・無

・希望する
・希望しない 有・無

地機講習会　 ▼　からむし振興室

氏名 住所 電話番号 希望コース

・糸づくりコース
・織りコース

・糸づくりコース
・織りコース


