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　７月２日、アルメニア共和国のアレグ・ホヴァニシャン
駐日大使が来町され、南会津町との交流に向けた協議
を行いました。
　新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、東京2020
オリンピック後に予定されていた代表選手団との事後
交流は中止となりましたが、草の根による交流が実現
する日を夢見て、今後も絆を深めていきます。国際交流
の推進にご期待ください。

 コロナに打ち勝ち、もう一歩前へ

 ストタウンがつなぐ絆ホ

アレグ・ホヴァニシャン駐日大使㊧と大宅町長㊨

奥会津博物館で藍染め文化に触れる再会のあいさつは「腕タッチ」

まちの話題

　町では、関係人口を底上げし、地域活力を向上させる
取り組みの一環として、町内の魅力ある資源を活用した
「チームビルディングツーリズム（企業向け研修旅行）」
の誘致に向けた準備を進めています。
　７月９日に開催した説明会では、事業運営の中心的
役割を担う協議会の発足や、首都圏企業を対象とした
モニターツアーの催行など、今年度事業の方向性を共有
したほか、持続可能な運営体制の構築を検討しました。

 チームビルディングツーリズム事業説明会

 業向け研修旅行の誘致に向けて企

説明会当日は、町内事業者をはじめ 15 人が参加

多様な視点から、活発な議論が交わされました（株）電通アドギアの木村貴
たかみつ
光氏から事業概要を説明

　７月18日、ホストタウンイベント「アルメニア共和国
料理教室」を御蔵入交流館で開催しました。ＮＰＯ法人
国際芸術家センターの協力によるオンライン調理指導の
下で、伝統的な家庭料理に挑戦した参加者の皆さん。
　具材をブドウの葉で包む「トルマ」、ヨーグルトソース
で具材を和えた「ジャジク」、クルミの焼き菓子「パクラバ」
の３品が完成し、早速アルメニアの味を体感。異文化
の香りに包まれ、楽しい時間を過ごしていました。

 アルメニア共和国料理教室を開催

 文化のレシピに挑戦異

塩漬けにしたブドウの葉など珍しい食材も登場 完成した「トルマ㊧」「パクラバ㊤」「ジャジク㊦」

慣れない調理工程も「経験」でカバー

　広報７月号でもお知らせしたとおり、地域おこし協力
隊の澁川絢

けんゆう

有隊員が針生区内に、フィッシングロッジ
「SANrise（サンライズ）」をオープンさせました。
　７月22日には、当ロッジを開放したイベントを開催。
ルアーフィッシング講座のほか、焚き火やテント設営
など、お手軽アウトドア体験を提供しました。ふらっと
立ち寄れるフリースペースも設けていますので、近く
にお越しの際は、ぜひ足を運んでみてください。

 地域おこし協力隊と有志がイベントを企画

 ウトドアに触れるきっかけにア

針生区の皆さんや多くのお子さんも参加

針生区の自然や魅力を発信する拠点にロッジ内に並ぶフィッシング用品



広報みなみあいづ 2021.817 162021.8 広報みなみあいづ

まちの話題

八ッ橋代表取締役社長㊧に感謝状を手渡す大宅町長㊨

　建築設備の設計・施工・保全を担う八ッ橋設備（株）
（八ッ橋善

よ し お

朗代表取締役社長）から、企業版ふるさと
納税として町に寄附金100万円が贈呈されたことに
伴い、７月１日に感謝状を贈呈しました。
　八ッ橋代表取締役社長からは、移住・定住、関係・
交流人口など「人の流れを生み出す取り組みに、寄附金
をお役立ていただきたい」との意向が示されました。

 企業版ふるさと納税に感謝状を贈呈

 域貢献への熱意に感謝を表す地

美しく裃を着こなす参加者の皆さん

　会津田島祇園祭や古町のまつりなど、町内の祭礼や
伝統行事では、裃

かみしも

を着た男性が数多く登場し、中心的
な役割を担っています。裃文化を支えるために開催した
計４回の講座には、８人が参加。
　６月21日の最終講座では、参加者それぞれの成果を
確認。「自分で着たい」「家族に着せたい」ご家庭でも
上達した着付けの腕前を披露してください。

 中央公民館「裃着付け講座」を開催

 付けスキルがメキメキ向上着

書額「養真」を手にする五十嵐天宗氏㊧と大宅町長㊨

　７月７日、和泉田出身の書道家である五十嵐天
てんそう

宗さん
（会津若松市）から、町へ書額「養

ようしん

真」が寄贈されました。
「養真」という言葉には「正しい心を養ってほしい」と
の思いが込められています。
　五十嵐さんは、東方学書院を主宰する傍ら、会津書道
協会長としても活躍されています。これまでも、南郷
地域の公共施設ヘ数多くの書を寄贈されました。

 故郷への思いを筆にのせて

 しい心を持つ大切さを説く正

刻々と変化する世界を実感する参加者たち

　７月２日から３日にかけて開催した研修では、カード
ゲームの世界に身を置き、お金や時間を費やして事業
を実行しながら、持続可能な社会の形成を目指しました。
　持続可能な社会の実現には「経済」「環境」「社会」の
バランスが大切。「経済」を重視すれば「環境」が悪化し、
「社会」を重視すれば「経済」成長が滞る。一人の活動で
世界に変化が生じることを意識する機会となりました。

 SDG sへの理解を深めるカードゲーム研修を開催

 続可能な社会を仮想体験持
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、２年連続
で大幅に規模縮小となった会津田島祇園祭。上中町
御党屋組の皆さんをはじめ、参列者を関係者に限定した
神事が、７月22日から24日にかけて執り行われました。
　なお、田島保育園の園児の皆さんによる奉納太鼓も
併せて披露され、神事に花を添えました。また、夜には
各屋台上で、田島祇園祭屋台歌舞伎保存会による子供
歌舞伎が上演され、多くの方が足を止めていました。

 会津田島祇園祭が静かに開幕

 年こそは盛大に来

厳粛な雰囲気の中で執り行われた神事の様子

元気いっぱいの音色を響かせた奉納太鼓真剣なまなざしで役を演じる子どもたち

　７月10日、標記大会の郡内予選会が
開催され、東部地区予選には５チーム、
西部地区予選には３チームが参加。懸命
なプレーが繰り広げられました。
　東部・西部地区それぞれの優勝チーム
は、８月７日から郡山市で開催される
県大会へ駒を進めました。

 幸楽苑カップ白獅子旗争奪
 第44回福島県児童ソフトボール大会

 雨空に白球が舞う梅

　東部地区優勝：
　　田島スポ少男子ソフトボール部

　　西部地区優勝：
　　　　　　舘岩べアーズスポ少

躍動感あふれる「よさこい踊り」

　先にお知らせした「南会津町青少年の主張大会」の幕間
で「紅

あ か か ぶ

歌舞」による元気いっぱいの「よさこい踊り」が
披露されました。舘岩地域の子どもたちを中心に構成
される「紅歌舞」は、今年で結成21年目を迎えます。
　コロナ禍により、久しぶりのステージとなりましたが、
子どもたちは躍動します。迫力ある演舞を目の当たり
にした来場者からは、大きな拍手が巻き起こりました。

 踊れることへの感謝を伝えたい

 顔と元気でおもてなし笑



広報みなみあいづ 2021.819 182021.8 広報みなみあいづ

　福島地方法務局田島出張所では、新型
コロナウイルス感染症の感染拡大防止の
観点から、電話による登記手続き案内
を行っています。案内を希望される方
は、事前予約が必要です。
　なお、会社・法人に関する案内は、
福島地方法務局本局でのみ対応します。

【個人の方】
問合せ　福島地方法務局田島出張所
電　話　0241-62-0249

【会社・法人の方】
問合せ　福島地方法務局本局
電　話　024-534-1904

電話による登記手続き案内は
事前予約が必要です

福島地方法務局

　県立テクノアカデミー会津では、在職
者などを対象としたテクノセミナー

（職業訓練）を開講しています。
　また、オープンキャンパス（学校見
学会）にもお気軽にお越しください。

【テクノセミナー】
❶ 建築模型作成術（入門編）
　 募集定員 ：５人
　 申込締切 ：８月30日（月）
❷ 第二種電気工事士
　 募集定員 ：５人
　 申込締切 ：９月１日（水）
❸ 第二種電気工事士（過去問練習)
　 募集定員 ：５人
　 申込締切 ：９月８日（水）
❹ 新入社員フォローアップ研修
　 募集定員 ：10人
　 申込締切 ：９月15日（水）
※ 詳細な日程や受講料、申込方法など
　 は、ホームページをご確認ください。

【オープンキャンパス】
開催日　10月16日（土）
時　間　午前10時～午後０時30分
　　　  （受付開始 ：午前９時30分）
料　金　無料
申込み　不要

問合せ　県立テクノアカデミー会津
電　話　0241-27-3221

県立テクノアカデミー会津
からのお知らせ

　福島県環境創造センターでは、開所
５周年を記念して「謎解きトライアン
グルクイズラリー 2021」を開催します。
　福島県環境創造センター交流棟「コ
ミュタン福島」、野生生物共生センター、
猪苗代水環境センターの３会場に２問
ずつクイズが隠されています。
　参加賞のほか、すべてのクイズを
解いた方にコンプリート賞を用意して
いますので、ぜひご参加ください。

期　間　10月31日（日）まで
問合せ　福島県環境創造センター
電　話　0247-61-6129

福島県環境創造センター
からのお知らせ

環境創造センター

　町では、毎年８月21日の「福島県民
の日」に合わせ、町有施設の一部を
無料で開放します。入館（園）料のみ
無料とし、販売物などは有料です。

【対象施設】
　奥会津博物館・同伊南館・同南郷館、
前沢曲家集落、旧南会津郡役所、会津
田島祇園会館、びわのかげ運動公園
プール（町民限定）

開放日　８月22日（日）
問合せ　総合政策課　地域振興係
電　話　0241-62-6210

「福島県民の日」に合わせ
町有施設を無料開放します

福島県民の日

　財務省福島財務事務所では、借金に
お悩みの方からの相談に応じています。
相談は無料で、秘密は厳守されますの
で、お気軽にご相談ください。
　また、金融や国の財政などをテーマ
とした出前講座も無料で開催してい
ますので、ぜひご活用ください。

【借金にお悩みの方】　
問合せ　福島財務事務所　理財課
電　話　024-533-0064

【出前講座を希望される方】　
問合せ　福島財務事務所　総務課
電　話　024-535-0301

財務省福島財務事務所
からのお知らせ

福島財務事務所

 くらしの
 　 情報

テクノアカデミー会津

記念撮影でも持ち前の明るさが爆発！

　７月21日、第64回福島県中学校体育大会ソフトボール
競技女子の部で見事優勝を果たした、田島中学校ソフト
ボール部の皆さんが、優勝報告のため来庁されました。
　部員11人の少数ながら、抜群のチームワークを生かし、
８月９日の東北大会（青森県平川市）へ駒を進めた女子
チーム。常に自信満々の様子で、東北大会での活躍も
力強く元気に誓ってくれました。

 福島県中学校体育大会での優勝を報告

 数精鋭で、いざ東北大会へ！少

まちの話題

展示パネルに目を通す来場者

　平成23年７月に発生した新潟・福島豪雨災害から10年
を迎え、福島県では、災害当時の状況と会津各地の復旧
状況を伝えるパネル展を企画。７月23日、道の駅山口
温泉きらら289を会場に開催されました。
　パネルには、ハザードマップの読み方や、災害に対する
心構えなどもまとめられ、災害から学んだ教訓を再認識
するかのように、来場者は足を止めていました。

 新潟・福島豪雨災害を風化させないために

 害の記録と復興の「今」を発信災

高所に臆することなくロープ渡過に挑戦

　７月18日、町消防団・広域消防本部・福島県警察所属
の山岳救助隊員約40人による合同訓練が行われました。
厳しい日差しには目もくれず、訓練塔を用いた斜面降下、
斜面登

とうはん

攀、ロープ渡過に臨む姿は真剣そのもの。
　隊員の努力の積み重ねにより、万が一に備えた救助
体制を敷いていますが、登山にあたっては事前準備を
徹底し、遭難事故防止にご協力ください。

 山岳救助隊による合同訓練

 難者の安全確保に万全を期す遭

採火した種火をランタンに灯す作業所の皆さん

　７月23日、NPO法人あたごが運営する共同作業所を
会場に、東京2020パラリンピック聖火フェスティバル
「南会津町の火」採火式が開催されました。
　当イベントは、作業所自慢の割り箸で起こした種火
を採火し、パラリンピックの聖火リレーにつなげるもの。
「南会津町の火」は、県内全市町村から集められた種火と
合わせ、８月24日のパラリンピック開会式へ届けられます。

  パラリンピックに向けた採火式を開催

 会津町の火を灯す南


