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まちの話題

　福島民報社と福島県老人クラブ連合会の主催により、結婚50年
の金婚式を迎えられたご夫婦への表彰式が各地域で開催されました。
　対象のご夫婦15組のうち出席された13組に、丹治隆

たかし

福島民報
社南会津支局長から表彰状と記念品を贈呈。大宅町長は「これから
も仲むつまじく、健康に過ごされることを心から願っています」
とお祝いの言葉を贈りました。昭和、平成、令和の時代を共に歩
まれ、金婚式を迎えられた皆さん、おめでとうございます。

 令和３年度しあわせ金婚夫婦表彰式

 しどり夫婦の歩みを祝してお

舘岩地域 伊南地域 南郷地域

田島地域

　10月14日から17日にかけて、東京都港区に位置する八芳園ポップ
アップショールーム「MuSuBu」を会場に、ホストタウンイベント
「ただいま・おかえりハウス」を開催しました。特産品の販売・展示
のほか、町の食材を使用したアルメニア共和国とのコラボメニュー
なども提供し、多くの方にお越しいただくことができました。
　15日には、会場と会津高原星の郷ホテルをオンラインでつなぐ
交流会を開催。両者の絆は、さらに深まりを見せています。

 南会津町∞アルメニア共和国ホストタウンイベントを開催

 んだ絆は強固なものに結

提供されたコラボレーションメニュー
アルメニアワインも添えて

会津高原星の郷ホテルからオンラインで参加した
トマト農家の皆さんらと交流

15 日の交流会には、駐日アルメニア共和国大使館から
サルキス・シルカニャン三等書記官㊥も参加

　９月26日、今年で31回目の開催を迎えた標記大会
には、我こそはという南会津郡内居住のアスリートが
集結。トラック競技とフィールド競技13種目18クラス
に分かれ、熱戦が繰り広げられました。
　小学３年生から70歳代までの225人が参加し、トラック
競技で２つ、フィールド競技で３つの大会新記録が出る
など、好タイム・好記録が続出する大会となりました。

 令和３年度びわのかげ陸上競技大会

 く汗がほとばしる輝

特別種目４× 100 ｍリレー（一般男子の部）

自然と一体化し、心身ともにリフレッシュ

　いわき市にある龍
りゅううんじ

雲寺は「開かれたお寺」をモットーに、
市民が楽しめるイベントなどを企画・開催しています。
　このたび「龍雲寺ヨガ教室」受講生の皆さんから、
古町の大イチョウの下でヨガを楽しみたいとの提案が
あり、地域住民の皆さんも参加した交流事業に発展。
晴天に恵まれた10月３日、大イチョウを眺める絶好の
ロケーションで、青空ヨガを満喫しました。

 ヨガを通じた交流事業

 イチョウのパワーを全身に大

　令和元年10月に発生した東日本台風（台風19号）により、大きな
ダメージを受けた木賊温泉名物の岩風呂が、地域住民の皆さんや
熱烈な岩風呂ファンの皆さん、各関係機関のご支援を受け、営業
再開を果たすことができました。
　台風や大雨で、幾度となく被害を受けてきた苦い記憶。それを
乗り越え何度も復活してきた「名泉」が、24時間いつでも皆さんの
お越しをお待ちしています。ぜひ、足を運んでみてください。

 木賊温泉の岩風呂が復活！

 建に向けた熱い思いが実る再

建屋も再建され、ようやく営業を再開珍しい足元湧き出しの温泉をお楽しみください

岩風呂復旧作業の様子
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まちの話題

　（公社）南会津法人会（渡部雅
まさたか

孝会長）では、税知識
の普及と納税意識の高揚を推進するため、会員一丸と
なって税に関する啓発活動に取り組んでいます。
　10月12日には、啓発活動の一環として、子どもたち
が「税の仕組みや使い道」を楽しく学べるよう、町立小
中学校へ専門の書籍を寄贈されました。租税教育の一端
を担う学校図書として活用させていただきます。

 税を分かりやすく学べる書籍を寄贈

 を正しく理解するきっかけに税

書籍を手渡す渡部会長㊥と星副会長㊧

左から大宅町長、星取締役副社長、大竹南会津建設事務所長

　うつくしまの道・サポート制度は、道を慈
いつく

しみ、道路
美化活動などに取り組む皆さんを支援する制度です。
　10月14日、当制度を活用する（株）エコロニューム
（江口勇

ゆ う じ

治代表取締役）と、活動を支援する県と町に
より、合意書が締結されました。（株）エコロニューム
からは、星博

ひろふみ

文取締役副社長が出席され、国道121号
の環境保護に向けた決意が示されました。

 うつくしまの道・サポート制度に合意

 路美化で魅力ある道づくりへ道

丁寧に作り込まれた１冊を手渡す小林会長㊥

　町文化財保護審議会では、３年間にわたり「御蔵入
三十三観音」の調査を進めてきました。このたび調査
結果をまとめた資料集が完成し、10月12日、町へ報告
に訪れた同審議会の小林宗

そういち

一会長（福米沢）。
　現地調査に足しげく通い完成した１冊には「南山御蔵
入領に仏教信仰のため設けられた観音像を、大切に守り
維持してほしい」との思いが込められています。

 資料集「日本遺産  御蔵入三十三観音」が完成

 域の宝を後世へ地

活発な意見交換が交わされる貴重な機会に

　10月４日、御蔵入交流館を会場に、田島地域各行政
区長の皆さんと、町長以下幹部職員とが一堂に会する
懇談会が開催されました。
　初の試みとなりますが、各行政区が抱える諸課題や、
未来に向けたまちづくりに対する意見交換が行われ、
行政区と町が共に手を携え、協力してまちづくりを進
められるよう、認識を共有することができました。

 大宅町長と田島地域区長会との懇談会

 ちづくりを真正面から語り合うま

優しいまなざしで記念撮影に応じるイソ子さん㊥

　10月15日、めでたく100歳を迎えられた五十嵐イソ子
さん（滝原）への賀寿贈呈式が、ご自宅で行われました。
現在も毎日散歩に出かけ、天気の良い日には草むしり
までこなす元気いっぱいのイソ子さん。若い頃から、
畑仕事で身体を動かしていたことが長寿の秘訣だそう。
　ご家族やご親戚に囲まれ、心温まる時間を過ごした
イソ子さん、これからも元気にお過ごしください。

 五十嵐イソ子さんが百歳を迎える

 顔で迎えた節目の日笑

爽やかな汗を流した参加者の皆さん

　10月17日、公民館講座「男性の活き活き教室」の第１回
講座が開催されました。今回は、硬式テニスに挑戦。
未経験者の方も多く、初めはぎこちない動きが目立ち
ますが、徐々にスムーズに。後半は、ナイスショット
を決め、自信を持ってプレーする参加者の姿がありました。
　次回は、ダンスレッスン。どんどん男に磨きがかかる
さまを、今後も追いかけていきます。

 日常生活に彩を加える講座がスタート

 磨きは一日にしてならず男

　10月17日、めでたく100歳を迎えられた梅宮お志
し

ん
さん（今生）への賀寿贈呈式が、ご自宅で行われました。
新聞を欠かさず読み、情報番組も毎日入念にチェック
するいわば「情報通」のお志んさん。若い頃は、郵便局
で電話交換手として活躍されていた経歴を持ちます。
　ご家族やお孫さんと、にぎやかな時間を過ごした
お志んさん、これからも元気にお過ごしください。

 梅宮お志んさんが百歳を迎える

 目の日も同じリズムで節

凛とした表情で記念撮影に応じるお志んさん㊥

　太陽が降り注ぐ10月18日、びわのかげ保育所の子ども
たちによる「サツマイモ収穫体験」が行われました。
　NPO法人あたごの皆さんが管理する畑に、立派に根
付いたサツマイモは、子どもたちが力強く引っ張って
も、なかなか抜けません。所長先生のフォローもあり、
ようやく姿を現したサツマイモは、色鮮やかな赤紫色。
子どもたちの記憶に残る体験となりました。

 収穫した秋の味覚に大興奮

 ツマイモと...真っ向勝負！サ

収穫で一汗かいても、まだまだ元気な子どもたち
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　県庁県民広聴室では、県民に開かれ
た県政を実現するため、県民の皆さん
から県政に対する提案を広く募集する

「県民提案」を実施しています。
　県に実施してほしい事業内容を簡潔
にまとめ、下記の方法で提案してくだ
さい。ホームページのほか、メール、
ファックス、はがきなどからも提案が
可能です。
　必ず書面で提案してください。また、
氏名、住所、電話番号、メールアド
レスを記載してください。これらの
記載がない提案には、回答ができない
場合があります。なお、電話では受け
付けておりません。
　提案いただいた内容は、担当部局
で検討し、提案を受理した日から概ね
２週間程度で提案者へ回答します。

【応募方法】
❶郵　送　〒960-8670
　　　　　福島市杉妻町2-16
❷ＦＡＸ　024-521-7934
❸メール　koucho
　　　　　@pref.fukushima.lg.jp
❹Ｈ　Ｐ　下記ＱＲコードを参照

問合せ　県庁県民広聴室
電　話　024-521-7013

県政に対する
提案をお寄せください

県庁県民広聴室
ホームページ

 くらしの
 　 情報

　財務省福島財務事務所では、借金に
お悩みの方へアドバイスを行い、場合
によって弁護士などの専門家に引継ぎ
を行う無料相談会を開催します。一人
で悩まず、お気軽にご相談ください。
　相談を希望される方は、事前予約が
必要です。お早めにお申し込みください。

開催日　12月21日（火）
時　間　午後１時～午後４時
会　場　会津若松合同庁舎新館２階
　　　　大会議室
　　　  （会津若松市追手町７-５）
申込み　福島財務事務所　理財課　
電　話　024-533-0064

借金の無料相談会を
開催します

財務省
福島財務事務所

　国税庁主催の「税についての作文コン
クール」と、（公社）南会津法人会女性
部会主催の「税に関する絵はがきコン
クール」に入賞された作品の発表会を
開催します。南会津高等学校の郷土
芸能委員会による早乙女踊りも披露
されますので、ぜひご参加ください。

開催日　11月27日（土）
時　間　午後１時30分～午後３時
会　場　御蔵入交流館　多目的ホール
問合せ   （公社）南会津法人会事務局
電　話　0241-62-0329

「税を考える週間」
記念事業開催のお知らせ

公益社団法人
南会津法人会

　福島地方法務局および福島県人権
擁護委員連合会では、12月４日（土）
から10日（金）までを「第73回人権週間」
とし、相談活動を強化します。

【電話相談 ：平日のみ】
❶みんなの人権110番　0570-003-110
❷子どもの人権110番　0120-007-110
❸女性の人権ホットライン
　　　　　　　　　　　0570-070-810

【受付時間】
　午前８時30分～午後５時15分

問合せ　福島地方法務局　人権擁護課
電　話　024-534-1994

第73回人権週間
電話相談をご利用ください

福島地方法務局
人権擁護ページ

　県では、配偶者や恋人からの暴力
（ＤＶ）、家庭内トラブルなど、女性
が抱える諸課題に対し、女性相談員
による電話相談を受け付けています。

【電話相談 ：年末年始・祝日を除く】
　女性のための相談支援センター
　　　　　　　　　　024-522-1010

【受付時間】
　午前９時～午後９時

問合せ　南会津保健福祉事務所　
電　話　0241-63-0305

女性のための相談窓口を
開設しています

女性のための
相談支援センター

　10月20日、死亡叙勲「瑞宝双光章」を受章された故・
猪股常

つねぞう

三さん（本町）への伝達式が行われました。旧
田島町消防団で、副団長や団長を歴任されるなど、40年
にわたる消防人としての功績をたたえるものです。
　式に先立ち、10月12日には、ご子息の裕

ゆういち

一さんから
町へ心温まる寄附が届けられました。常三さんのご遺志
と裕一さんのご意思に、心から感謝を申し上げます。

 故・猪股常三さんが死亡叙勲を受章

 消防団の礎を築く町

伝達式で常三さんの遺影を持つ裕一さん㊥

あいにくの曇天から、山頂では見事な晴天に

　10月24日、木伏地区活き活き健康モデル事業実行
委員会の主催により、唐倉山山開きが開催されました。
当日は、200人を超える参加者が、色づき始めた唐倉山
登山を満喫。山道は、笑顔と活気にあふれていました。
　山頂からの眺めは、美しく雄大。天まで手が届くか
のような感覚を覚える参加者たちを、秋薫る風が心地
よく包み込んでいました。

 木伏のシンボルにファンが集う

 倉の眺めは絶景なり！唐

　なかあらい大地を育む会（渡部雅
まさとし

俊代表）は、中荒井
駅周辺の遊休農地を活用し、ざる菊の植栽に取り組んで
います。毎年植栽を続け、今年は、ざる菊約2,000株
から成る「天然のじゅうたん」が完成しました。
　見頃を迎えた10月末には、色鮮やかな景観を目当て
に多くの方が来場。さまざまな角度から、思い思いの
写真を撮影する姿が印象的でした。

 「ざる菊」ファン、日々増加中

 彩豊かにお出迎え色

駅舎から「一枚の絵画」のような景観を望む

　若き音楽家を育てる会（阿部徳
とくこ

子会長）の主催による
標記大会が、１月９日に御蔵入交流館文化ホールで開催
されます。ベヒシュタインを一緒に奏でてみませんか。
　町内在住または在勤の方、県内在住の町に縁のある
方であれば、プロ・アマを問わず、どなたでも参加が
可能です。皆さんのご参加をお待ちしています。

 「第17回ベヒシュタインを弾こうin御蔵入交流館」

 楽を愛する皆さんを募集します音

昨年開催された第 16回イベントの様子㊨ 【問合せ】　若き音楽家を育てる会　電話  0241-62-1248

まちの話題


