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■ 令和 3年 8月 18日発行　No.050
■ 編集・発行　昭和村役場　総務課　企画創生係
〒 968-0103 福島県大沼郡昭和村大字下中津川字中島 652
 TEL 0241-42-7717　FAX 0241-57-3044（代表）

▲  

今回のお知らせ版掲載一覧　
　1ページ　・夏休み作品展の開催について

・会津坂下警察署からのお知らせ
　2ページ　・「よいやれ屋」日程変更のご案内

・診療所からのお知らせ
　3ページ　・ 「地域体験講座」開催のお知らせ
　4ページ　・糸づくり研修生の募集

　3ページ　・昔の結婚式の写真提供のお願い

周知

▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

周知
子どもたちの頑張りをぜひご覧ください！
夏休み作品展の開催について

　夏休み中に子どもたちが一生懸命取り組んだ
学習の成果をぜひご覧いただきたく、ご案内申
し上げます。ご近所様お誘い合わせの上、ぜひ
おいでください。
　開催期間
　8月 30日（月）～ 9月 3日（金）
　場所
　昭和小学校図工室
　その他
・期間中はいずれの日も 8時 30分から 16時

30分までご覧いただけます。最終日のみ 14
時までとさせていただきます。
・学校の安全管理上、児童玄関（東西の２か所）
は日中でも施錠しています。常時開いている
職員室わきの中央玄関よりお入りください。
・おいでいただく場合、マスクの着用にご協力
ください。
・ご不明な点がありましたら、下の問い合わせ
先までご連絡ください。

　問 昭和小学校 ☎  57-2202

昭和村で農耕車の事故発生！
会津坂下警察署からのお知らせ

　先日村内で農耕車の事故が発生しました。
　事故防止のため、運転する際には以下の点に
ご注意ください。
　●傾斜がきつい法面は無理してのぼらない

(転落したり下敷きになったりする事故につ
ながります )

　●周囲の安全をよく確認する。
(路肩から落ちないようにする )

　●暗くなる前に作業を終えましょう。

※引き続き以下の点にも十分注意してください※

●村内でもなりすまし詐欺の予兆電話がありま
した。身に覚えのない請求や公的機関の職員
を名乗る者から「還付金がある・キャッシュ
カードが悪用されている」などの連絡があっ
た際には詐欺を疑い、すぐに警察署へ相談し
てください。

　問 会津坂下警察署昭和駐在所  ☎ 57-2110

周知

お願い
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▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

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。
　8月16日（月）より、バス利用以外の方の午
前中の診療を再開しております。※診療開始時
刻はワクチン接種終了後（10時以降）となりま
す。
※8月20日（金）は休診となります。午前中の
大芦方面診療バスは、8月18日（水）に変更と
なりますので、ご了承ください。
※急患の方については、お電話にてご相談ください。
　コロナウイルス感染症対策のため、来所の際
は自宅で体温を測っていただき、必ずマスクを
着用願います。
　発熱等の症状がある場合には来所しないで、
(家族も含む )まずお電話でご相談ください。
○ 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。
　（急患応相談、事前にお電話ください。）
○ 土日祝日は休診です。

月日 内科　　　歯科 バス

8月18日(水) ○ ○ 大芦
（※ 20日休診の代わり）

19日(木) ○ ○ 松山～野尻
20日(金) 休診 休診
23日(月) ○ ○ 下中津川
24日(火) ○ ○ 小中津川～両原、小野川
25日(水) 検査 ○
26日(木) ○ ○ 松山～野尻
27日(金) ○ ○ 大芦
30日(月) ○ ○ 下中津川
31日(火) ○ ○ 小中津川～両原、小野川

9月1日(水) 検査日 　 ○
2日(木) ○ ○ 松山～野尻
3日(金) ○ ○ 大芦

○ 内科　診療時間
　  午前10:00～11:30 (受付11:15まで)
　  午後14:00～16:00 (受付16:00まで)
○  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
喰丸小チャレンジショップ
「よいやれ屋」日程変更のご案内

　チャレンジショップ in喰丸小「よいやれ屋」
の日程について、変更をお知らせいたします。
来館の際には、引き続き体温測定、マスク着用、
手指消毒、体調管理等、感染症対策にご協力を
お願いします。

開催日 出店者 内容
8/21（土）
8/20（金） 菅家タカ子さん手仕事

8/22（日）
のんこんの
栗城松江さん
umico
淡々草々

絵、塗り絵
手仕事
お菓子
からむしWS

8/25（水） 木曽屋 編み組、体験

8/27（金） 木曽屋 編み組、体験

8/28（土） やまなみ会菅家タカ子さん
食品他
手仕事

8/29（日） 菅家豊さん栗城松江さん
ﾏﾀﾀﾋﾞ細工
手仕事

9/2（木） 木曽屋
工房風雲

編み組、体験
手提籠他

9/3（金） 工房風雲 手提籠他

9/4（土）

栗城松江さん
篠野恵子さん
工房風雲
羊の森

手仕事
上布・太布
手提籠他
国産羊毛の糸紡
ぎ、小物

9/5（日）
つどいや
のんこんの
羊の森

編み組、実演
絵、ﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞ
国産羊毛の糸紡
ぎ、小物

※ (順不同 )
　問 産業建設課 観光交流係 ☎  57-2124

周知
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▼  次頁にも、お知らせがありますので、
　 ご確認ください。

からむし工芸博物館企画展　関連
昔の結婚式の写真提供のお願い

　からむし工芸博物館では、今年度秋の企画展と
して昭和村の婚礼料理をテーマにした特別展を計
画しています。江戸後期～昭和期の結婚式で提供
された献立の記録をもとに、昭和村の婚礼を紹介
する予定です。
　企画展準備にあたり、昭和村で行われた昔の結
婚式の写真を探しています。下記に該当する写真
をお持ちの方で、博物館の企画展にご協力いただ
ける方がいらっしゃいましたら、からむし工芸博
物館へ資料提供いただけますと幸いです。

・対象：昭和村で行われた昔の結婚式の写真 

・時期：明治時代～昭和 30年代 

※ご持参いただいた写真は一度お預かりの上、
データ化して、ご返却します。

※展示で利用する際は、提供元を記載しますが、
ご希望があればお名前は伏せさせていただき
ます。

　また、写真の有無は関係なく、昔の婚礼（特
に明治～昭和 30年代）のお話も募集しています。
情報提供お待ちしています。
　問 総務課からむし振興室 ☎  57-2116
　　 からむし工芸博物館 ☎  58-1677

お願い
令和 3年度　福島県立川口高等学校
 「地域体験講座」開催のお知らせ

　川口高校では、地域のみなさんに学校を開放
し、高校生が行っている授業等を体験してもら
う講座を開催します。川口高校の取り組んでい
る魅力ある授業を体験してみませんか！
〇日時　令和 3年 9月 25日（土）
　　　　午前 9時 40分～午前 11時 45分
　　　　受付　9:15～ 9:30（本校玄関）
〇対象　地域住民の方々、中学 3年生と保護者　　　
　　　　及び中学校教員
　※当日は中学生の体験入学も実施しています。
〇内容　2種類の講座を受講していただきます。

以下の講座から受講したい講座を選択し
ていただき、事前にお申込みください。

講座 講座の説明
地域医療 日本と海外の医療を通して日本の未

来、自分の未来を考えてみる講座で
す。笑いあり、学びありの楽しい授業
です。
担当：奥会津医療センター特任准教授

健康
づくり

福島県の高齢化が最も高い金山町に立
地する川口高校の生徒たちが地域の健
康問題を探究し、解決していきます。
具体的にはフレイル予防のために体組
成計を用いて筋肉量を測定し、筋力ト
レーニングも実施できるように学んで
いきます。1コマ目「講義」、2コマ
目「実技」となります。
担当：会津大学短期大学部講師

地域振興 5月から始まった総合的な探究の時間
の中で、生徒たちが体験してきたワー
クショップを地域の方に向けて生徒た
ちが行います！いろんなお題でおしゃ
べりする「トーク・フォーク・ダン
ス」や金山町の魅力を再発見する「地
図づくり」などを行います。
担当：(一社)Bridge for Fukushima担当者

ICTと
地域のPR

川口高校では、生徒1人1台のタブ
レットPCが使用できます。そのタブ
レットPCを活用して、本校生徒と一
緒に金山町（奥会津）のよいところ
をシェアしましょう!!
担当：本校職員

〇申込み方法
　9月 3日（金）までに、下の問い合わせ先ま
でお電話ください。
〇感染症対策
　来校される際には、検温や手指消毒、マスク
着用のご協力をお願いいたします。
　問 福島県立川口高等学校  ☎ 0241-54-2154

周知
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糸づくり研修生の募集

　奥会津昭和村は、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ています。古より伝わるか
らむしの生産技術は歴史も長く、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 100番 )を月 3綛

かせ
(66g)績

う
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
※新型コロナ感染症の状況によっては、期間
の短縮・延期・中止になる可能性があります。

4.研修方法
・原則週 5日（月～金）午前 8時 30分から
午後 5時 15分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 (22g)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 (44g)を目標とします。12
万円 +1綛 (22g)につき 3万円支給します。

● 5ヶ月目以降
月 3綛 (75g)を目指します。9万円 +1綛
(25g)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 3年 4月 1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.募集期間
募 集 締 切：   9月   3日（金）
選 考 会：   9月 16日（木）
研修開始日：10月   1日（金）
※選考会に出席できない場合、個別に御相談
ください。

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）、志望
動機（原稿用紙 2枚程度）を下記送付先まで
郵送又は直接持参にて提出してください。
〒 968-0103
福島県大沼郡昭和村大字下中津川字中島 611　
からむし会館内
昭和村からむし後継者育成協議会　事務局
（昭和村役場からむし振興室）

11.選考方法
書類および面接による選考会を行います。
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
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　担当　根本）
 　　☎  57-2116　FAX 57-3044
　　ﾒｰﾙ karamushi@vill.showa.fukushima.jp

周知



地地区区 事事 業業 所所 名名 電電 話話 番番 号号 地地区区 事事 業業 所所 名名

若若 松松 屋屋 商商 店店 5577--22008855
㈱㈱ＪＪ ＡＡ会会津津よよつつばば総総合合
ササ ーー ビビ スス 昭昭 和和 給給 油油 所所

ココ スス モモ スス 美美 容容 室室 5577--22882200 やや まま かか 食食 堂堂

フフ ァァ ーー ママ ーー ズズ カカ フフ ェェ
大大 芦芦 家家

009900--77666644--77335544 昭昭 和和 新新 聞聞 販販 売売 所所

両両

原原
民民 宿宿 松松 屋屋 5577--22228833 ＮＮ ＰＰ ＯＯ 法法 人人 苧苧 麻麻 倶倶 楽楽 部部

小小

野野

川川
渡渡 辺辺 農農 機機 店店 5577--22441166 カカ ンン ケケ 電電 化化 ササ ーー ビビ スス

金金 子子 建建 設設 ㈱㈱ 5577--22221111 チチ ヨヨ 美美 容容 室室

正正 美美 電電 器器 5577--22114433 舟舟 木木 溶溶 接接 工工 業業

㈲㈲ 羽羽 染染 商商 会会 5577--22552255 オオ ーー ハハ ララ 堂堂

ララ ッッ キキ ーー 理理 容容 所所 5577--22113355 栗栗 城城 畳畳 店店

蕎蕎 麦麦 カカ フフ ェェ SSCCHHOOLLAA 008800--66665577--33338811
川川 口口 タタ クク シシ ーー ㈲㈲
昭昭 和和 営営 業業 所所

GGOOKKIIGGEENNYYOOUU
［［ ごご きき げげ んん よよ うう ］］

007700--33662211--55447788
シシ ョョ ッッ ピピ ンン ググ セセ ンン タタ ーー
ハハ ゾゾ メメ

道道のの駅駅かかららむむしし織織のの里里
しし ょょ うう わわ 織織 姫姫 交交 流流 館館

5588--11665555 舟舟 木木 板板 金金 工工 業業

郷郷土土食食伝伝承承館館苧苧麻麻庵庵 5588--11445555 里里山山 カカ フフ ェェ 星星ののやや どど

シシ ゲゲ ルル スス タタ ジジ オオ 5577--22110011 昭昭 和和 温温 泉泉 しし らら かか ばば 荘荘

㈲㈲ 金金 子子 電電 気気 店店 5577--22661155 フフ ァァ ミミ リリ ーー イイ ンン 美美女女峠峠

村村 のの 駅駅 味味 楽楽 5577--22000066 扇扇 美美 容容 室室

日日 のの 出出 電電 気気 店店 5577--22001100 ええ いい ここ 美美 容容 室室

ＪＪ ＡＡ 会会 津津 よよ つつ ばば 昭昭 和和 支支 店店
営営農農経経済済セセンンタターー購購買買店店舗舗 5577--33111133 栗栗 城城 馬馬 場場 工工 業業 ㈱㈱

昭昭和和村村地地域域振振興興券券取取扱扱加加盟盟店店

大大

芦芦

喰喰

丸丸

佐佐

倉倉

下下

中中

津津

川川

下下

中中

津津

川川

野野

尻尻

（（地地域域振振興興券券がが使使ええるる事事業業所所））

電電 話話 番番 号号

5577--33111144

5577--22116677

5577--22116666

5577--22224400

5577--22229900

5577--22229900

009900--22660033--99446677

5577--22557766

おお店店にによよりり一一部部ごご利利用用ににななれれなないい
商商品品ががごござざいいまますすののでで、、店店頭頭ににててごご確確認認くくだだささいい。。

5577--33000000

5577--22335577

007700--33662211--55447788

5577--22558855

5577--22887700

5577--22333344

5577--22442244

5577--22000022

5577--22115500

5577--22559955





　（管理課　℡０２４２－２９－５４５１）

※通行可能となった場合には、速やかにお知らせいたします。

発　 注　 者 福島県会津若松建設事務所

【裏面もご覧ください】
（事務担当：昭和村役場　産業建設課建設係　５７－２１２３）

　この度、福島県発注道路災害復旧工事のため、国道４０１号博士峠が全面通行
止となりますのでお知らせいたします。

【工事施工箇所位置図】

令和３年８月１８日
村民各位

国道４０１号　博士峠
道路災害復旧工事による全面通行止について

　村民の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解ご協力を賜りますようお
願い申し上げます。

工 事 箇 所 国道４０１号　会津美里町松坂地内

通行止期間 令和３年９月２日　～　令和３年１２月２８日

至昭和村 至美里町

Ｒ４０１

施工箇所
国道４０１号博士峠
会津美里町松坂地内（博士沢２号）

博士トンネル



国道４０１号博士峠会津美里町松坂地内（博士沢２号）

台風１９号（令和元年１０月）による被災状況

国道４０１号

← 昭和村方面 美里町方面 →

路肩崩落状況

～こねっと！加盟社会福祉協議会の各種相談会のお知らせ～

特設相談は、お住まいの町村以外でも無料で相談することができます。

事前に電話でお問い合わせください。また、各町村社協では月曜日から
金曜日の午前 9時から午後 5時まで電話相談もおこなっております。

電話相談 特設相談 お問い合わせ先

月
曜
日
か
ら
金
曜
日 

 

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

特設相談はありません
電話相談をご利用ください

会津坂下町
社会福祉協議会

     0242-83-1368

９月７日（火）
９月２７日（月）
午前 9時 30分～正午

西会津町
社会福祉協議会

     0241-45-4259

９月７日（火）
午前 10時 00分～正午

柳津町
社会福祉協議会

     0241-42-3418

9月 29日（水）
午前 10時 00分
～午後 3時 00分

三島町
社会福祉協議会

     0241-52-3344

特設相談はありません

電話相談をご利用ください

金山町
社会福祉協議会

     0241-55-3336

9月 10日（金）
午後 1時００分

   ～午後 3時 00分
申込み締め切り：9月 2日（木）

※相談ご希望の方は、8月 4日に全戸配布
いたしました「弁護士相談会の開催につい
て」をご覧いただくか、社会福祉協議会ま
でお問合せください。

昭和村
社会福祉協議会

     0241-57-2655

6町村合同かわら版
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令和 3年

９月号

心配ごと
相 談

電 話
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弁護士
相談会

弁護士
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高齢、障がい、認知症等により判断能力が不十分となった方が消費者被害に遭った場合は、発見

が遅れ、深刻な被害になりがちです。加えて新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止による外出

自粛により、家族や地域との交流を控えざるをえない状況にあるなど、被害に遭いやすい環境下に

おかれていることが危惧されています。

地域の皆さんの見守りの力で高齢者等を消費者トラブルから守りましょう！

地域の皆さんの見守りが必要です！

商店
民生委員

医療機関

調剤薬局

警察

町内会

老人クラブ

金融機関

新聞配達員  

生協等

郵便事業者

宅配業者

居宅介護事業所・

ヘルパー

友人

近所の住民

社会福祉協議会

見守りが必要な高齢者や障がい者

家族

法テラス 消費生活センター 地域包括支援  

センター

見守り支援員

いつもと違う様子がみられたら声をかけましょう
〈声掛けのポイント〉

問い詰めたり、頭から否定するような口調は、本人の心を閉ざしてしまいがちです。一旦受

け入れる気持ちでゆっくりと状況を聞きましょう。

さりげない声掛けの例

◇お元気ないようですが…

◇それ、新しく買ったのですか？

◇あら？工事されていますね…

寄り添った声掛けの例

◇一緒に調べてみましょう！

◇信頼できる人に相談してみましょう！

◇相談できる方はいますか？

被害にあっているかもしれないと気づいたら、まずは消費相談窓口に相談するよう促してください。

ご本人から、一緒に相談してほしいと依頼された時は、ご協力をお願いします。

消費生活相談窓口 会津美里町・両沼地域消費生活相談室

電話 0242-54-2920  月・火・木・金（水曜日は休み） 9：00～16：00
（12：00～13：00は昼休み）


