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市町村対抗福島県軟式野球大会 
９⽉１５⽇(⽉・祝) 古殿町と対戦 

        

 輝く⾦獅⼦旗と知事杯を懸け、県内全５９市町村が参加し

熱戦を繰り広げる「第８回市町村対抗福島県軟式野球大会」

が13日から開催します。 

 本大会に出場する柳津町チームの結団式並びに壮⾏会が 

９⽉２日(⽕)、ふれあい館にて⾏われました。 

 井関町⻑より町旗を授与された三宅監督は「昨年以上の成

績を目標に全⼒でプレーします」と⼒強く 

宣誓しました。 

   天候などによる変更がなければ、 

 柳津町チームは９⽉１５日（⽉・祝）        

 午前８時３０分、開成山球場(郡山市)

で古殿町と対戦します。町⺠の皆さまの 

ご声援をよろしくお願いします。 
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お知らせ版 



桜を植栽してくれる方を大募集 

 

    

下記のとおり臨時職員を募集いたしますので、希望される⽅はお申し込み下さい。 

 
 

 

 

 

 今年も、町がきれいな桜でいっぱいな「花の町」になるように、桜の苗⽊の配布を実施いたします。苗⽊の植栽
箇所の選定条件は、道路沿いまたは、⼈目につきやすく将来的に町⺠の⽅が桜の開花を楽しむことができる場所（公
⺠館等公共施設でも可）に、自⼒で植栽及び適正な管理が可能な個⼈・地区・団体等です。 
 植栽を希望される⽅は、９月３０日（火）９月３０日（火）９月３０日（火）９月３０日（火）まで地域振興課農林振興班へお申込みください。 
 ※申込数が多数の場合は、配布数量について調整させていただく場合がありますのでご了承下さい。 
  ■桜の種類  オオヤマザクラ、ベニシダレ、ソメイヨシノ、エドヒガン等 
  ■配布予定本数 １００本程度 
  ■配布時期  １０月中旬〜下旬（予定） 
 
問 地域振興課農林振興班 電話 42-2116 

募集職種 運転手 
作業内容 除雪作業 
募集⼈員 ２７名 
雇用期間 平成 26 年 12 月 15 日〜平成 27 年 3 月 13 日 

条件（資格） ・ 大型特殊免許、⾞輌系建設機械運転技能講習終了証所持者 
・ 柳津町に住所がある⼈ 

申込期限 平成平成平成平成 26262626 年年年年 10101010 月月月月 3333 日（⾦）必着日（⾦）必着日（⾦）必着日（⾦）必着    

申込書類等 
 

(1)柳津町臨時職員申込書 
(2)履歴書 
(3)資格・免許の写し及び特定健康診査結果（町で実施している特定健診

の検査項目を満たすもの）の写しの添付 
※臨時職員申込書及び履歴書は建設課及び⻄⼭⽀所窓⼝にあります。 

勤務条件 

・ 賃⾦は「柳津町賃⾦⽀弁職員雇用等管理規程」によります。 
・ 採用者は、社会保険（健康保険、厚⽣年⾦）に加⼊できます。 
・ この外の勤務条件については、「柳津町賃⾦⽀弁職員雇用等管理規程」

等により雇用します。 
申込⽅法 建設課まで直接持参するか、又は郵送してください。 

採用決定 書類選考（必要と認められる場合は、⾯接を⾏います。）により採用予定
者を決定し、10 月 24 日頃までに通知いたします。 

申込・問い合わせ先 
柳津町役場 建設課建設班 
〒969-7201 柳津町大字柳津字下平⼄ 234 番地 

電話 42-2117 
その他 採用者については、後日「雇用通知書」を送付いたします。 

柳津町臨時職員募集のお知らせ 

２２２２    



９月２１日（日）から９月３０日（火）までの１０日間
これからの時期は、日没時刻が早まり、帰宅時間と重なるため、交通事故の多発する時期とな

に注意してください。 

 運動スローガン運動スローガン運動スローガン運動スローガン「小さくても「小さくても「小さくても「小さくても
 
■歩⾏者・自転⾞利用者は・・・ 

外出時は明るい服装や夜光反射材を着用するよう⼼掛けましょう。また、自転⾞も⼣暮れ時や夜間は必ずライト
を点灯しましょう。 
■ドライバーは・・・ 

ライトは⼣暮れ前に早めに点灯するとともに、原則上向きライト（幻惑防⽌のため確実な切替え）を徹底し、歩
⾏者や自転⾞などの早期発⾒に努めましょう。また、全席シートベルト（チャイルドシート）を着用し、飲酒運転
は絶対にやめましょう。 
    
交通安全パレー交通安全パレー交通安全パレー交通安全パレードの実施ドの実施ドの実施ドの実施    

・日 時  ９月２６日（⾦） 午前１０時２０分〜午前１１時５０分
・区 間  JR 会津柳津駅〜観光案内所〜中の橋交差点〜⼀王町〜安久津〜役場
・内 容  柳津小学校⿎笛隊の演奏とともに交通安全を呼び掛けます。
・その他  雨天の場合は、交通安全宣言式のみの実施となります。

 
問 総務課総務班 電話 42-2112 
 

 

県では、２６年産秋そば及び２６年産大⾖・２６年産小⾖
検査へのご理解とご協⼒をお願いします。

■放射性物質検査の概要 
・検査は、旧市町村ごとに実施します。
・旧市町村ごとの検査結果がでるまで、出荷・販売を控えてくださるようお願いします。
・旧市町村ごとの全ての検体が基準値（セシウムの合計で１００ベクレル／ｋｇ）以下の場合は、出荷・販売が
 可能となります。 
・基準値を上回った場合は、旧市町村ごとで出荷・販売の自粛をお願いします。
・雑穀（アワ、キビ、ヒエ等）は、旧町村ごとに１店以上を目安に検査を実施します。基準値を上回った場合は、
 大⾖等と同じく出荷・販売の自粛をお願いします。
■調査の結果は、直接通知するほか、県のホームページ
  
問 会津農林事務所会津坂下農業普及所
  地域振興課農林振興班 電話 42-

平成２６年産“秋そば”及び“大⾖”を出荷・販売する農家の皆様へ

秋の全国交通安全運動について
 

 

 

９月２１日（日）から９月３０日（火）までの１０日間、「秋の全国交通安全運動」が実施されます。
これからの時期は、日没時刻が早まり、帰宅時間と重なるため、交通事故の多発する時期とな

「小さくても「小さくても「小さくても「小さくても    大きな安全大きな安全大きな安全大きな安全    反射材」反射材」反射材」反射材」

 
外出時は明るい服装や夜光反射材を着用するよう⼼掛けましょう。また、自転⾞も⼣暮れ時や夜間は必ずライト

ライトは⼣暮れ前に早めに点灯するとともに、原則上向きライト（幻惑防⽌のため確実な切替え）を徹底し、歩
⾏者や自転⾞などの早期発⾒に努めましょう。また、全席シートベルト（チャイルドシート）を着用し、飲酒運転

午前１０時２０分〜午前１１時５０分 
会津柳津駅〜観光案内所〜中の橋交差点〜⼀王町〜安久津〜役場 

柳津小学校⿎笛隊の演奏とともに交通安全を呼び掛けます。 
雨天の場合は、交通安全宣言式のみの実施となります。 

 

 

県では、２６年産秋そば及び２６年産大⾖・２６年産小⾖の緊急時環境放射線モニタリングを⾏いますので、
協⼒をお願いします。 

町村ごとに実施します。 
・旧市町村ごとの検査結果がでるまで、出荷・販売を控えてくださるようお願いします。
・旧市町村ごとの全ての検体が基準値（セシウムの合計で１００ベクレル／ｋｇ）以下の場合は、出荷・販売が

・基準値を上回った場合は、旧市町村ごとで出荷・販売の自粛をお願いします。 
・雑穀（アワ、キビ、ヒエ等）は、旧町村ごとに１店以上を目安に検査を実施します。基準値を上回った場合は、

大⾖等と同じく出荷・販売の自粛をお願いします。 
■調査の結果は、直接通知するほか、県のホームページへ掲載します。 

会津農林事務所会津坂下農業普及所 電話 0242-83-2112  
-2116  

平成２６年産“秋そば”及び“大⾖”を出荷・販売する農家の皆様へ

秋の全国交通安全運動について 

３３３３    

、「秋の全国交通安全運動」が実施されます。 
これからの時期は、日没時刻が早まり、帰宅時間と重なるため、交通事故の多発する時期となりますので、十分

反射材」反射材」反射材」反射材」    

外出時は明るい服装や夜光反射材を着用するよう⼼掛けましょう。また、自転⾞も⼣暮れ時や夜間は必ずライト

ライトは⼣暮れ前に早めに点灯するとともに、原則上向きライト（幻惑防⽌のため確実な切替え）を徹底し、歩
⾏者や自転⾞などの早期発⾒に努めましょう。また、全席シートベルト（チャイルドシート）を着用し、飲酒運転

の緊急時環境放射線モニタリングを⾏いますので、 

・旧市町村ごとの検査結果がでるまで、出荷・販売を控えてくださるようお願いします。 
・旧市町村ごとの全ての検体が基準値（セシウムの合計で１００ベクレル／ｋｇ）以下の場合は、出荷・販売が   

・雑穀（アワ、キビ、ヒエ等）は、旧町村ごとに１店以上を目安に検査を実施します。基準値を上回った場合は、 

平成２６年産“秋そば”及び“大⾖”を出荷・販売する農家の皆様へ 



 

    

    
    

    結核予防週間の標語結核予防週間の標語結核予防週間の標語結核予防週間の標語    「「「「⻑引く咳は“風邪”⻑引く咳は“風邪”⻑引く咳は“風邪”⻑引く咳は“風邪”
 

 結核は過去の病気ではありません。福島県内では、平成
ます。そのうち、約約約約７７７７割が割が割が割が６５６５６５６５歳以上の⽅歳以上の⽅歳以上の⽅歳以上の⽅
 結核は、⼈から⼈にうつる感染症で、自分が結核だと気づかずに周りの⼈々にうつしてしまうことがありま
す。 
 結核は早期発⾒・早期治療により治すことができますので、結核に関⼼を持ち、正しい知識を⾝につけまし
ょう。 
 

問 会津保健福祉事務所 医療薬事課 
  町⺠課保健衛⽣班 電話 42-2118

 

•結核とは、結核菌によって主に肺に炎症を起こす病気です。
•結核を発病し重症化している⼈の咳やくしゃみのしぶきには、結核菌が含まれています。
このしぶきの水分が蒸発して、結核菌だけが空気中にただよって飛び、それを周りの⼈が
直接吸い込むことによってうつります。

•「結核かな？」と思ったら、医療機関を受診しましょう。また、⼈にうつさないために、
せきが出る時はマスクマスクマスクマスクをつけましょう。

•結核は、６か月間毎日きちんと薬を飲めば治りますきちんと薬を飲めば治りますきちんと薬を飲めば治りますきちんと薬を飲めば治ります
てしまえば治りません。それどころか菌は抵抗⼒をつけ、薬が全く効かない多剤耐性菌に
なることもあります。

結核はどんな病気？

•⻑引く咳(２週間以上) ・タンが出る
•⻑引く微熱 ・胸の痛み

こんな時はすぐに病院へ！

•６５歳以上の⽅は、年に１回胸部レントゲン検査年に１回胸部レントゲン検査年に１回胸部レントゲン検査年に１回胸部レントゲン検査
•また、健診等で胸部レントゲン検査の精密検査が必要となった場合は、自覚症状がなく
ても必ず受診しましょう。

•咳・タンなど目⽴った症状があらわれにくいのが、⾼齢者の結核の特徴です。
•食欲がない・元気がない・体重減少・微熱などの症状しか出ない場合があります。
•日頃から健康状態に注意しましょう。

発⾒されにくい⾼齢者の結核

•ＢＣＧは、結核に対する免疫をつけて、乳児の重症化を防ぐ予防接種です。
•⽣後５〜８か月に、必ずＢＣＧ接種を受けましょう。

⽣後１年までにＢＣＧ接種を受けましょう！

９月２４(水)〜９月３０⽇

⻑引く咳は“風邪”⻑引く咳は“風邪”⻑引く咳は“風邪”⻑引く咳は“風邪”    ･･･“結核”かも！？･･･“結核”かも！？･･･“結核”かも！？･･･“結核”かも！？

結核は過去の病気ではありません。福島県内では、平成２５年に 228 名の⽅が新たに結核を発症してい
歳以上の⽅歳以上の⽅歳以上の⽅歳以上の⽅です。（１６１名：７０.６％） 

結核は、⼈から⼈にうつる感染症で、自分が結核だと気づかずに周りの⼈々にうつしてしまうことがありま

早期治療により治すことができますので、結核に関⼼を持ち、正しい知識を⾝につけまし

 電話 0242-29-5512 
2118 

結核とは、結核菌によって主に肺に炎症を起こす病気です。
結核を発病し重症化している⼈の咳やくしゃみのしぶきには、結核菌が含まれています。
このしぶきの水分が蒸発して、結核菌だけが空気中にただよって飛び、それを周りの⼈が
直接吸い込むことによってうつります。
「結核かな？」と思ったら、医療機関を受診しましょう。また、⼈にうつさないために、

をつけましょう。
きちんと薬を飲めば治りますきちんと薬を飲めば治りますきちんと薬を飲めば治りますきちんと薬を飲めば治ります。しかし、治療の途中で服薬をやめ

てしまえば治りません。それどころか菌は抵抗⼒をつけ、薬が全く効かない多剤耐性菌に

タンが出る ・⻑引く(体の)だるさ
・急に体重が減る

こんな時はすぐに病院へ！重症になる前に 早期に受診しましょう。

年に１回胸部レントゲン検査年に１回胸部レントゲン検査年に１回胸部レントゲン検査年に１回胸部レントゲン検査を受けましょう。
また、健診等で胸部レントゲン検査の精密検査が必要となった場合は、自覚症状がなく

咳・タンなど目⽴った症状があらわれにくいのが、⾼齢者の結核の特徴です。
食欲がない・元気がない・体重減少・微熱などの症状しか出ない場合があります。
日頃から健康状態に注意しましょう。

発⾒されにくい⾼齢者の結核

ＢＣＧは、結核に対する免疫をつけて、乳児の重症化を防ぐ予防接種です。
⽣後５〜８か月に、必ずＢＣＧ接種を受けましょう。

⽣後１年までにＢＣＧ接種を受けましょう！

４４４４    

〜９月３０⽇(火)は結核予防週間です

･･･“結核”かも！？･･･“結核”かも！？･･･“結核”かも！？･･･“結核”かも！？」」」」    
名の⽅が新たに結核を発症してい

結核は、⼈から⼈にうつる感染症で、自分が結核だと気づかずに周りの⼈々にうつしてしまうことがありま

早期治療により治すことができますので、結核に関⼼を持ち、正しい知識を⾝につけまし

 

結核を発病し重症化している⼈の咳やくしゃみのしぶきには、結核菌が含まれています。
このしぶきの水分が蒸発して、結核菌だけが空気中にただよって飛び、それを周りの⼈が

「結核かな？」と思ったら、医療機関を受診しましょう。また、⼈にうつさないために、

。しかし、治療の途中で服薬をやめ
てしまえば治りません。それどころか菌は抵抗⼒をつけ、薬が全く効かない多剤耐性菌に

また、健診等で胸部レントゲン検査の精密検査が必要となった場合は、自覚症状がなく

咳・タンなど目⽴った症状があらわれにくいのが、⾼齢者の結核の特徴です。
食欲がない・元気がない・体重減少・微熱などの症状しか出ない場合があります。

ＢＣＧは、結核に対する免疫をつけて、乳児の重症化を防ぐ予防接種です。

は結核予防週間です 



 

 現在、平成２６年４月からの消費税率の引上げに伴い、暫定的・臨時的な措置としての「臨時福祉給付⾦」及び
「⼦育て世帯臨時特例給付⾦」が⽀給申請の受け付けを⾏っています。 

対象となる可能性のある⽅には事前に申請書等が送付されていますので、ご確認の上、まだ申請されていない⽅
は申請していただくようお願いします。 

 

    申請受付期間：申請受付期間：申請受付期間：申請受付期間：平成平成平成平成 26262626 年年年年１０月１日（水）まで１０月１日（水）まで１０月１日（水）まで１０月１日（水）まで    
 
※詳しい⽀給対象者、⽀給額、申請⽅法等については、「広報やないづお知らせ版 平成２６年６／１３号」をご覧

ください。 
 

問 町⺠課住⺠福祉班 電話 42-2118 
 
 
 
 
  

  会津職業能⼒開発促進センターは、厚⽣労働省所管の独⽴⾏政法⼈で公共職業訓練を実施している施設で、毎月、
職業訓練を開講（６カ月訓練）しています。 
 以下のとおり１１月開始の訓練⽣の募集及び施設⾒学会を⾏いますので、ぜひご応募ください。 

 

訓練⽣募集訓練⽣募集訓練⽣募集訓練⽣募集    
募集期間募集期間募集期間募集期間    
募集訓練募集訓練募集訓練募集訓練    

定員定員定員定員    
訓練期間訓練期間訓練期間訓練期間    
対象者対象者対象者対象者    
受講料受講料受講料受講料    
選考日選考日選考日選考日    

平成２６年９月１６日(火)〜１０月１７日(⾦) 
ＣＡＤ・ＮＣ加工技術コース(テクニカルオペレーション科) 
１５名 
平成２６年１１月４日(火)〜平成２７年４月２８日(火) 
公共職業安定所に求職登録されている⽅で、職業訓練の受講が望ましいと判断された⽅ 
無料 
平成２６年１０月２１日(火) 

 
施設⾒学会（キャリアアップガイダンス）施設⾒学会（キャリアアップガイダンス）施設⾒学会（キャリアアップガイダンス）施設⾒学会（キャリアアップガイダンス）    
開催日時開催日時開催日時開催日時    

時間時間時間時間    
内容内容内容内容    

    
対象者対象者対象者対象者    

９月２２日（月）、１０月１４日（火） 
午前９時３０分〜午後１２時３０分 
今までのキャリア（職業能⼒）にプラスして、新たな技能習得のための職業訓練について 
理解していただくために、当センターで⾏っている内容の説明会 
公共職業安定所に求職登録されている⽅で、職業訓練の受講が望ましいと判断された⽅ 

 

問 会津職業能⼒開発促進センター 開発援助課 電話 0242-26-0520  FAX 0242-26-1585 
  〒965-0858 会津若松市神指町大字南四合字深川⻄ 292 

「臨時福祉給付⾦・⼦育て世帯臨時特例給付⾦」申請受付について 

会津職業能⼒開発促進センターよりお知らせ 

５５５５    



 10 月１日から７日は「公証週間」です
 公証制度は、公証⼈が、大切な遺言・契約の公正証書の作成、確定日付の付与、定款や私⽂書などの認証や、
国の公証に関する事務を取り扱う制度です。公正証書に書かれている内容は、裁判その他の⾯で、⾼い証拠⼒
が与えられます。また、公正証書には「執⾏⼒」があり、⾦銭に関わる契約で相手が約束に反して⾦銭の⽀払
いをしなかった場合、裁判抜きで相手の財産に対し強制執⾏ができます。
  
 遺産相続、任意後⾒契約、⾦銭貸借、不動産貸借、離婚に際しての慰謝料、養育費などの問題は、後々にも
めごとを引き起こしがちです。そんなとき遺言や当事者間の取り決めを公正証書しておけば、トラブルを防⽌
し、権利や財産を守ることできます。
 
 会津若松公証役場では、10 月中は平日午後
相談ください。 
 相談は無料です。 要予約（プライバシー確保のため
 
問 会津若松公証役場 電話 0242－
 

  

 奥会津を舞台に地区最大級の街コン
ださい！ 
 
■■■■開 催 日  第１回 平成２６年１０月１８日（土）
   第２回 平成２６年１１
   第３回 平成２６年１２月
■■■■開催場所 奥会津地域各町村 
■■■■対 象 奥会津地域各町村在住の２０歳以上の男⼥
■■■■募集⼈数 １００名 
■■■■参 加 費  男性：１５，０００円
   ※やむを得ない事情がある
    
    
問 会津コン事務局（H＆T 株式会社内）
   電話 0242-23-9611

「奥会津 de 

日は「公証週間」です。 
公証制度は、公証⼈が、大切な遺言・契約の公正証書の作成、確定日付の付与、定款や私⽂書などの認証や、

国の公証に関する事務を取り扱う制度です。公正証書に書かれている内容は、裁判その他の⾯で、⾼い証拠⼒
が与えられます。また、公正証書には「執⾏⼒」があり、⾦銭に関わる契約で相手が約束に反して⾦銭の⽀払
いをしなかった場合、裁判抜きで相手の財産に対し強制執⾏ができます。 

遺産相続、任意後⾒契約、⾦銭貸借、不動産貸借、離婚に際しての慰謝料、養育費などの問題は、後々にも
です。そんなとき遺言や当事者間の取り決めを公正証書しておけば、トラブルを防⽌

し、権利や財産を守ることできます。 

月中は平日午後 7 時まで時間を延⻑して相談に応じていますので、お気軽にご

プライバシー確保のため） 

－37－1955 

奥会津を舞台に地区最大級の街コンを全３回の日程で開催します。お友達を誘ってお気軽にご参加く

平成２６年１０月１８日（土） 
１１月２２日（土） 

平成２６年１２月 ６日（土） 

奥会津地域各町村在住の２０歳以上の男⼥ 

男性：１５，０００円 ⼥性：６，０００円（全３回） 
がある場合、単日のみの参加も可能です 

株式会社内） 会津若松市栄町２－４ NTT 会津⽀店別棟ビル２階

de 婚活♡奥会津コン」 参加者募集中！

公証週間のお知らせ 

６６６６    

 

公証制度は、公証⼈が、大切な遺言・契約の公正証書の作成、確定日付の付与、定款や私⽂書などの認証や、
国の公証に関する事務を取り扱う制度です。公正証書に書かれている内容は、裁判その他の⾯で、⾼い証拠⼒
が与えられます。また、公正証書には「執⾏⼒」があり、⾦銭に関わる契約で相手が約束に反して⾦銭の⽀払

遺産相続、任意後⾒契約、⾦銭貸借、不動産貸借、離婚に際しての慰謝料、養育費などの問題は、後々にも
です。そんなとき遺言や当事者間の取り決めを公正証書しておけば、トラブルを防⽌

時まで時間を延⻑して相談に応じていますので、お気軽にご

 

お友達を誘ってお気軽にご参加く

会津⽀店別棟ビル２階 

参加者募集中！ 



  

 
 
■旅 ⾏ 日：平成２６年１０月２２日（水）〜２３日（⽊）１泊２日
■募集⼈員：８０名様（最少催⾏⼈員）６０名様
      ※今年度は「柳津町・三島町町⺠号」となり三島町との合同募集となります。
■旅⾏代⾦：大⼈おひとりさま（1
■申 込 み：１０月３日（⾦）までに、参加費を添え、地域振興課観光商工班へお申込み
      電話 42-2114  FAX

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
主催：柳津町・三島町・柳津町ＪＲ駅を守る会・三島町観光協会
後 援：柳津町商⼯会・柳津観光協会 
 

平成２６年度

お座敷列⾞で⾏く世界遺産の旅

■お座敷列⾞ 
⾞内はお座敷仕様で、快適な列⾞の旅が楽しめるよう
になっています。また、カラオケ装置も設置されて
ます。 

 

平成２６年１０月２２日（水）〜２３日（⽊）１泊２日 
８０名様（最少催⾏⼈員）６０名様 
※今年度は「柳津町・三島町町⺠号」となり三島町との合同募集となります。

1 室 4〜5 名利用）35,500 円 
１０月３日（⾦）までに、参加費を添え、地域振興課観光商工班へお申込み

FAX 42-3495 

主催：柳津町・三島町・柳津町ＪＲ駅を守る会・三島町観光協会  共 催：ＪＲ会津坂下駅
 

７７７７    

平成２６年度 柳津町・三島町「町⺠号」 

く世界遺産の旅 〜世界遺産「富岡製糸場」を訪ねる〜
参加者募集のお知らせ 

⾞内はお座敷仕様で、快適な列⾞の旅が楽しめるよう
になっています。また、カラオケ装置も設置されてい

■富岡製糸工場（群馬県富岡市）
日本初の本格的な器械製糸の工場で、開業当時
の繰糸所、繭倉庫などが現存しています。
年 6 月に世界遺産として登録されました。

※今年度は「柳津町・三島町町⺠号」となり三島町との合同募集となります。 

１０月３日（⾦）までに、参加費を添え、地域振興課観光商工班へお申込みください。 

ＪＲ会津坂下駅 

〜世界遺産「富岡製糸場」を訪ねる〜 

■富岡製糸工場（群馬県富岡市） 
日本初の本格的な器械製糸の工場で、開業当時
の繰糸所、繭倉庫などが現存しています。2014

月に世界遺産として登録されました。 



 

 

 

 歩⾏者天国を実施しての「会津やないづ赤べこまつり」を開催します。グルメ物産市やステージイベ
ントなど内容盛りだくさんとなっていますので、ご家族そろって遊びにきてください。 
 
■主  催   赤べこの⾥誘客プロジェクト事業実⾏委員会 
    （構成）柳津町・圓藏寺・柳津町議会・柳津町商工会・柳津観光協会・ＪＡ会津みどり柳津総合⽀店・ 
    柳津温泉旅館組合・⻄⼭温泉組合・柳津町観光ボランティアガイド協会・柳津町製菓組合 
 

■日  時   平成２６年１０月１１日（土） 午前１０：００〜午後４：００ 
■会  場   柳津町観光案内所周辺（岩坂町〜中ノ橋）メインステージ･･･観光案内所駐⾞場 
■開催内容   メインステージメインステージメインステージメインステージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・藤の和神楽（藤の和芸能保存会） 
          ダンスステージ ｗｉｌｌｏｗｓ（赤べこﾄｰﾀﾙｽﾎﾟｰﾂﾀﾞﾝｽﾁｰﾑ） 
          ライブステージ    鈴⽊ミチ／花音 
       赤赤赤赤べこ市べこ市べこ市べこ市・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・近隣町村のＢ級グルメや特産品が集結 
                        赤べこスタンプラリー赤べこスタンプラリー赤べこスタンプラリー赤べこスタンプラリー・・・・・・・・スタンプを集めると抽選で豪華賞品プレゼント 
      その他その他その他その他 赤べこ絵付け体験赤べこ絵付け体験赤べこ絵付け体験赤べこ絵付け体験・・・・昔語り紙芝居昔語り紙芝居昔語り紙芝居昔語り紙芝居・・・・茶会茶会茶会茶会・・・・こづゆ振舞いこづゆ振舞いこづゆ振舞いこづゆ振舞い などなど 
       ※都合により内容は変更となる場合がありますので、ご了承願います。 
 

 

 

 

 第３回会津やないづ赤べこまつりの開催にあたり、 

図の区間を歩⾏者天国とし、各種イベントを開催いたし
ます。 
 つきましては、大変ご迷惑をお掛けしますが、「⾞両「⾞両「⾞両「⾞両
通⾏⽌め」通⾏⽌め」通⾏⽌め」通⾏⽌め」となりますので、皆様のご理解とご協⼒をお
願いします。  
※当日は道の駅から町内までシャトルバスを運⾏しま
す。 
 

■■■■日時：１０月１１日（土）日時：１０月１１日（土）日時：１０月１１日（土）日時：１０月１１日（土）    
■■■■時間：午前時間：午前時間：午前時間：午前 9999：：：：00000000〜午〜午〜午〜午後後後後 5555：：：：00000000    
((((イベント開催時間イベント開催時間イベント開催時間イベント開催時間    午前午前午前午前 10101010：：：：00000000〜午後〜午後〜午後〜午後 4444：：：：00000000))))    
■■■■⾞両通⾏⽌め区間：圓藏寺北参道駐⾞場⾞両通⾏⽌め区間：圓藏寺北参道駐⾞場⾞両通⾏⽌め区間：圓藏寺北参道駐⾞場⾞両通⾏⽌め区間：圓藏寺北参道駐⾞場    
                                        〜中の橋〜中の橋〜中の橋〜中の橋    
※※※※規制予告区間についても⾞両の進⼊は自粛願規制予告区間についても⾞両の進⼊は自粛願規制予告区間についても⾞両の進⼊は自粛願規制予告区間についても⾞両の進⼊は自粛願
います。います。います。います。    

    
問 赤べこの⾥誘客プロジェクト事業実⾏委員会 (地域振興課観光商工班) 電話 42-2114 
 

８８８８    

⾞両通⾏⽌めのご協⼒について 

第３回会津やないづ赤べこまつり開催 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

開催日時  平成２６年

               ジュニアの部 

               一 般 の 部 

会   場  柳津町観光案内所前

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
参加申込：平成２６年９⽉２６⽇（⾦）
※参加申込書は⾚べこの⾥誘客プロジェクト事業実⾏委員会
※チーム紹介に写真を使用しますので、必ず申込書に
 
 
問 ⾚べこの⾥誘客プロジェクト事業実⾏委員会
 電話 42-2114 FAX 42-3495 

競技内容競技内容競技内容競技内容    

■■■■部 門  ジュニアの部  中学生以下

 一 般 の 部  特に制限

■１チーム５名１組とし、丸太を両側からロープで

３００ｋｇ程度とする。 

■１分間の２本引きとする。２本の引き

■トーナメント方式とし、抽選は受付時に

※競技内容は主催者の都合により変更

 第３回会津やないづ赤べこまつり

全国赤べこ丸太引き選手権大会

年１０１０１０１０月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（土土土土）））） 小雨決行

  受付開始 午前 10:00～ 競技開始 午前 11:00

  受付開始 正午 12:00～ 競技開始 午後 1:00

柳津町観光案内所前（柳津町大字柳津字寺家町甲

平成２６年９⽉２６⽇（⾦）までに、参加申込書を下記まで提出してください。（ＦＡＸ・電子メール可）
⾚べこの⾥誘客プロジェクト事業実⾏委員会事務局、⼜は柳津町ホームページより⼊⼿できます。

、必ず申込書に写真を添付してください。 

ェクト事業実⾏委員会 (地域振興課観光商⼯班)  
 電子メール kankou-shoukou@town.yanaizu.fukushima.jp

中学生以下（監督を除く）  ６チーム（先着順）  参加費無料

制限は設けない    １２チーム（ 〃 ）   参加費

からロープで引き競い合う。丸太は長さ２．５ｍ程度

き込んだ長さの合計により競い、より引き込んだチームが

に順次行うものとする。 

変更となる場合がありますのでご了承ください。 

９９９９    

第３回会津やないづ赤べこまつり 

全国赤べこ丸太引き選手権大会
参加者大募集 

小雨決行 

11:00～ 

1:00～ 

柳津町大字柳津字寺家町甲 176-3） 

までに、参加申込書を下記まで提出してください。（ＦＡＸ・電子メール可） 
事務局、⼜は柳津町ホームページより⼊⼿できます。 

shoukou@town.yanaizu.fukushima.jp  

参加費無料 

参加費１チーム１，０００円 

程度のものを３本使用し、重量は

んだチームが勝利とする。 

全国赤べこ丸太引き選手権大会 



 
 法務局では、⾏政サービス向上の⼀環として、法務局で取り扱う登記、⼾籍、国籍、供託又は⼈権擁護など 
各業務について、気軽にご相談いただけるよう「全国⼀⻫！法務局休日相談所」を開設します。 
 相談は無料で、秘密は厳守いたしますので，安⼼してご相談ください。 
 
■日 時  平成２６年１０月５日（日） 午前１０時００分 〜 午後４時００分 
■場 所  会津若松市⽣涯学習総合センター（愛称：會津稽古堂） 会津若松市栄町３番５０号 
■内 容  ・土地・建物の相続の登記や抵当権の抹消の登記に関するご相談 
   ・会社・法⼈の設⽴の登記や役員の変更に関するご相談 
   ・隣地との筆界に関するご相談 
   ・⼾籍・国籍に関するご相談 
   ・いじめなどの⼈権問題関するご相談 
   ・地代・家賃の供託に関するご相談 
   ・その他遺言、後⾒など公正証書に関するご相談 
■担当者 法務局職員、司法書士、土地家屋調査士、公証⼈、⼈権擁護委員 
問 福島地⽅法務局総務課 電話 024－534－1941 
 
 
 

 
平成２６年８⽉の柳津町建設⼯事等⼊札のうち、指名競争⼊札により落札価格が１００万円以上の⼯事・委託についての結果
です。なお、１００万円以下の⼊札結果については役場２階総務課企画財政班において閲覧ができます。 
指名競争⼊札  【⼯事】                         （価格：税込価格 単位：円） 

入札日入札日入札日入札日    工事名工事名工事名工事名    工事箇所工事箇所工事箇所工事箇所    予定価格予定価格予定価格予定価格    落札価格落札価格落札価格落札価格    落札業者落札業者落札業者落札業者    

８月２０日 道路改良工事 

大字冑中 

字居平地内 

1,409,400 1,371,600 有限会社西村土建 

８月２０日 道路改良工事 

大字柳津 

字新町地内 

2,062,800 1,998,000 

大成建設工業 

株式会社 

８月２０日 進入路改修工事 

大字琵琶首 

字森ノ平地内 

2,181,600 2,106,000 有限会社西村土建 

８月２０日 側溝整備工事 

大字牧沢 

字居平地内  

2,959,200 2,862,000 有限会社西村土建 

８月２０日 柳津町役場庁舎改修工事 

大字柳津 

字下平地内 

112,320,000 111,240,000 

滝谷建設工業 

株式会社 

８月２７日 町営住宅屋根塗装工事 

大字柳津 

字檀ノ浦地内 

7,425,000 7,128,000 

渡部塗装工業 

有限会社 

８月２７日 備蓄倉庫設置工事 

大字柳津 

字下原道西地内 

15,012,000 14,796,000 

佐久間建設工業 

株式会社 

８月２７日 

大平団地 1 号棟外壁 

改修工事 

大字柳津 

字檀ノ浦地内 

34,560,000 32,400,000 

入谷建設工業 

株式会社 

問 総務課企画財政班 電話 42-2112 

「全国⼀⻫！法務局休⽇相談所」開設のお知らせ 

平成２６年８月分⼯事等⼊札結果 
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