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15（土）5/ 岩江小学校運動会

1（火）6/

岩江地区球技大会
G・G大会

17（土）
24（日）

7/

花いっぱい運動
苗木受領春

岩
江

の
催
し

※スポーツ部会 競技支援
※地区民運動会は中止

※開催有無は別途アナウンス

※令和3年度「桜川をきれいにする会」の活動は中止します。

令和
3年度

令和3年4月9日現在
岩江地区行政区のごあんない

サ ク マ ヨシ ヒロ

アラ キ ヨシ ヒサ

山田区
633197世帯数 13 人口 318 

315

菅野  栄章  
山田字カブキ92-1
�0247-62ｰ3638

区長
カン ノ ヒデ アキ

タカ ハシ ノブ オ

サ トウ テル オ

ウエ ノ アキ ヨシ

コク ブン ツカサ

組数

増子  昌宏
山田字山田158
�080-6037ｰ3592

副区長
マシ コ マサ ヒロ

上舞木区
1,229414世帯数 28 人口 621

608

荒木  義久  
上舞木字寺山49
�024-956-2173

区長

組数

遠藤  勝男
上舞木字向田103
�080-1800-7446

副区長
エン ドウ カツ オ

下舞木一区
738254世帯数 15 人口 372

366

佐久間 至啓
下舞木字岩本65-10
�024-942-2551

区長

組数

屋敷  昌則
下舞木字一本木179-1
�024-983-6727

副区長
ヤ シキ マサ ノリ

下舞木二区
752230世帯数 13 人口 371

381

國文  司  
下舞木字石田137-1
�090-4885-0667

区長

組数

押山 正
下舞木字北山130
�024-956-2524

副区長
オシ ヤマ タダシ

下舞木三区
387140世帯数 9 人口 193

194

上野  明吉
下舞木字折ノ内131-31
�024-943-5139

区長

組数

佐藤  彰男  
下舞木字蛇田61-24
�024-956-2107

副区長

下舞木四区
770278世帯数 23 人口 397

373

高橋  信男
下舞木字石崎148-3
�024-956-2142

区長

組数

武地  誠一
下舞木字虫内171-16
�024-956-1658

副区長
タケ チ セイ イチ

106

0120-448-296
三春町下舞木字石田250-1
営業時間／8:00～18:00
定 休 日／日曜、祝祭日

お住まいの気になることや、
困りごとなど、なんでも結構で
す。お気軽にご相談ください。
ワタショウは、皆様の大切な
お住まいをいつまでも快適に
暮らせるお手伝いを致します。ワタショウ

● ●

新井ハガネ
宗像歯科医院

土橋バス停

ワタショウ

国道288号

★

私達が目指すのは、
皆様の『かかりつけの工務店』です。
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ぽぽろんさん

セブンイレブンさん

当店
至R288

三春町下舞木字石花128-1 ☎024-954-7749あさ8時～よる5時
あさ10時～よる7時

営業
時間 毎週水曜日定休 E-mail clair@brown.plala.or.jp

クレールポイントカードクレールポイントカード
岩瀬書店
富久山店内
岩瀬書店

500円お買い上げ毎に1ポイント。
ポイントが貯まったらお買い物券
としてご使用になれます。

ふっくらやわらかい手づくりのおいしさ
富久山店内

号店2クレール
毎日営業中！

〒963-7733 田村郡三春町大字山田字クルミヤツ15-2

年齢や要介護度に関係なく
どなたでもご入居いただける
新しいコミュニティです

入居者募集中！
短期間でも入居可！
ご見学随時受付中！

ご入居
料金

Aタイプ（1K）Bタイプ（2K）
月額10万円 月額14万円～

その他に食費、生活支援費、水道光熱費と
介護保険サービス利用料（必要な方）等が発生します

エルキューブ三春

0120-350-180
FAX 0247-61-6602
Mail：info_miharul-cub.jp

担当
佐々木、浜津



東日本大震災10年を
振り返って －あれから10年－

令和3年3月11日、あの忌まわしい、東日本大震災から10年が過ぎました。
今回、震災当時「原発事故」で大熊町から岩江中学校体育館に避難者約170名を
受け入れ、1ケ月間支援された役員の中から6名に当時の想い出を寄稿いただきま
した。現在、コロナ禍の中辛いですが決して忘れることのないようにしたいものです。

　あの日から10年、平成23年3月11日突然
起きた地震で予想もしない大災害になり、そ
の後、福島原発で水素爆発が発生した。早速、
岩江センターに対策本部を立ち上げ、岩江地
区の正副区長、地元町議、消防団、各種団
体役員で対応した。当日午後1時、役場にて
代表区長会が開催された。原発事故で大熊町
民の避難場所として、岩江中学校体育館に約
180名を受け入れました。町内各地区でも分
散し受け入れることになり、初めてのことで役
員全員大変な苦労をしました。また、避難者
に毛布・布団・着る物などを各家庭からセン
ターに提供いただき、車の燃料が不足する中、
体育館等への物資運搬には大変苦労しました。
各役員・ボランティア・岩江地区民の皆様に
ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

　あの時いきなり地震が発生し、目の前の電柱が見たことのない大
きな揺れでびっくりした。慌てて家に戻り家の点検をしたが幸い被害
は無かった。翌12日、災害対策本部を立ち上げ支援することになっ
た。最初に中学校にいる被災者の声を聞く事が大切と思い、優先的
に取り組んだ。被災者の多くから情報が無いとの声を聞きテレビを
設置した。また、洗濯機を設置したものの干場が無いとのことから、
竹製の移動式物干し竿を設置した。入浴については、事情があり町
で用意した週2回では体調に問題あると聞き、二日間自宅の風呂を
提供し、その他多くの支援を行った。私は支援物資の受付を担当し、
当時多くの物資を届けていただいたことは、地域の住民が被災者に
対し心が強く動いたからだと感じました。

　未だ原発被害で避難生活をされている方が全国に存在
しています。その10年経過のわずか１ケ月間のできごと
でした。岩江地区の区長さんを筆頭に対策本部を立ち上
げ、岩江中学校の施設使用にあたり中学校長をはじめ、
諸先生からもご協力いただき、体育館の生活環境整備に
苦労しましたが、避難者には最低の環境だったと思われ
てなりません。ただ、皆さんの要望を最大限実現しようと
役員の皆さんには最低の環境で支援いただきました。避
難者の要望を実現しようと役員の対応の早さには、大変
な驚きと感謝の連続でした。余震が続く中、岩江地区の
方も数日間岩江センターに避難され、区長さんが一緒に
宿泊されました。生活再建は進んでおりますが、地元に
戻れる環境が整備されても長期の避難生活に、生活と家
族構成も変化し、心の復興には程遠く苦渋の生活をされ
ている人も多いのではないでしょうか。避難訓練の組織
作りが進んでいますが、避難生活に対応する日本の施設
整備内容には乏しささえ感じます。地震大国日本では明
日は我が身、避難場所で充実した施設を望むのは私だけ
でしょうか。

　大熊町のみなさん、いかがお過ごしですか？「東日本大震災被災」
から10年、みなさんにとっては、全く時が止まったままの今日だと
推察しております。これから先、いつになったら故郷大熊町に戻り、
以前と同様の日常生活が出来ることが一番の願いかと思います。残
念ながら過ぎ去った日々は戻りません。原発の「廃炉」そして県内各
地から搬出・集積された“汚染土”の処理等々、まだまだ先が見えな
い遠い道のりで気持ちの折れる今日ですが、皆さんひとりひとりが明
るい生活に戻れる日々に希望を託し、家族、友人、地域人たちの繋
がりを大切にこれからの生活を送って下さい。

震災当時
岩江地区代表区長 対策本部長

増子 和夫

震災当時
下1区民生児童委員

震災当時 岩江センター長

森　義夫

真壁 岩友

震災時 下舞木2区長

八代 喜久治

　私は当時、民生委員の岩江地区報部長で
「対策本部副本部長」を任命され、毎日駐在す
ることになった。最初に実施したことは、避難
された人たちに防寒具や日用品を確保すること
だった。岩江三地区の班長・組長さんを通し
て緊急に回覧し、毛布など必要な物資の提供
を求めました。その結果、驚く程の日用品が
集まり、地域の人たちの温かさに大変感謝し
ました。避難された人たちは、放射能の怖さ
を知っていることを感じた。校舎から体育館の
通路に屋根はあるが、風や雨が吹き抜けるた
めシート等で塞いで欲しいとの要望で改善し
た。洗濯場が無いので場所を確保し洗濯機も
2台用意した。また、プライバシー保護の観点
から体育館ステージに物干し場所を製作した
ことが強く想い出に残っています。

震災当時
民生児童委員副報部長

矢浪 周作
　大震災発生後、地域の総合力を発揮し「対
策本部」を立ち上げた。生活必需品の収集、
避難者の受け入れ、食事の提供等の対応が出
来た。震災後幸い自宅の被害は殆ど無くホッ
トした。早速、2台の車と携行缶にガソリンを
満タンに補給し4区内の被災状況を写真撮影
し、後日罹災証明書作成に活用出来た。個人
的には原発の知識が多少あったので、水素爆
発の現実に遭遇し、直ぐに帰れると思っていた
避難者の皆さんは、当分帰れないと分かった
が気の毒で口には出せなかった。現在も避難
者の方とお付き合いがあり、今も自分の家に
戻れない心境を直接お聞きし、事故の影響の
大きさを10年経過した現在も実感しておりま
す。避難者の皆さんには1日も早い帰還が実
現することを願っています。

震災当時 下舞木4区長

藤田 久男

避難生活10年前の１ケ月

4月3日お別れの挨拶（避難者）

特集

☎

介護のことは、お気軽に
いつでもご相談ください

〒963-7731
三春町下舞木字上ノ内99-7

訪問入浴介護事業所たむら
FAX024-956-5073

当事業所
ベスト学院●

舞木ドライブイン●

舞木駅

至
郡
山

至
三
春

国道288号線
小規模通所介護事業所 もうぎ
居宅介護支援事業所もうぎ

● 介護員 ● 看護師
● 准看護師 024-956-5071パート募集

令和3年5月1日（土）
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3月20日(土)午前9時より山田集会所に
て開催されました。新型コロナウィルス感染
拡大防止対策を行い、議長に増子　勉氏を
選出し、令和2年度活動報告、決算報告が
承認されました。続いて令和3年度事業計
画(案)、予算計画(案)の慎重審議が行われ
承認されました。令和3年度区長に菅野　
栄章氏、副区長に増子　昌宏氏を選出し、
新旧役員の挨拶で閉会しました。
 （山田副区長　増子 昌宏）

令和2年度総会を3月21日予定していまし
たが、新型コロナ感染症の終息が見えず3蜜
防止が続いておりこのため、2月13日の段3
回班長会で、今年の定期総会は通常の開催
を見送り代議員による「書面決議」とすること
に決まりました。3月上旬に各代議員へ書面
決議書を配布し、その後3月20日までに書

　令和3年度「岩江っ子見守り隊」が生まれ変わりました。新規4名が加わ
り、4月9日に岩江3地区（山田・上舞木・下舞木）の全生徒279名に17
名の見守り隊員を紹介しました。隊員を覚えてもらうため、全員「見守り隊
ジャンパー」を着用し、名前も大きく作成し紹介しました。当日は、岩江派
出所「鈴木貴雅巡査長」に出席いただきご指導いただきました。子どもたち
が一人の事故も無く、また犯罪から守るため、一生懸命取り組みますので
地域のみなさんのご支援お願いいたします。
 （岩江っ子見守り隊　代表　伊丹 勇次郎）

面決議を回収し、集計した結果全会一致で
承認されました。 （上舞木福区長　荒木 義久）

コロナ過のため、３密防止のため役員およ
び組長・代議員が集まる事はしないで、初め
て書面決議の総会としました。まず総会資料
と各議案について承認可否の回答用紙を配布
し、立会人に組長２名を選出し、３月１４日
（日）集会所にて回答用紙の回収を行い、立
会人のもと承認の集計作業を行いました。そ
の結果、各議案とも承認され、後日、区長よ
り書面にて報告されました。新役員および組
長の顔を見る事ができず非常に残念な総会と
なりました。 （1区副区長　佐久間 至啓）

３月１4日(日)午後4時より下舞木集会所
に於いて開催されました。議長に細川秀夫
氏を選出し、令和2年度事業報告・会計報
告、令和3年度事業計画・予算案・一部規
約改正案について、活発な議論が行われ承
認されました。また令和3年度役員改選が
行われ、区長に國分　司氏・副区長に押山
　正氏が選出され閉会となりました。
 （広報担当：影山 善一）

３月14日（日）午前10時より、下舞木集
会所にて、定期総会が開催されました。
コロナ禍の中、今年度と次年度の役員の
みの最小限の出席で実施し、議長に影山光
雄氏を選出し開催されました。令和2年度の
活動報告、決算報告に続き、令和3年度の
活動方針（案）、予算（案）、一部規約変更
（案）について審議され、原案通り承認され、
可決成立しました。最後に、令和３年度は、
区長及び副区長共に留任となり、新旧役員
の挨拶で閉会となりました。（下舞木三区広
報委員　佐藤 彰男・大堀 均）

3月20日（土）午後1時30分より南部集会
所にて開催されました。
議長に１５組の吉田正三氏を選出し、令
和２年度事業報告・会計報告並びに特別会
計報告が行われ承認されました。また、令
和３年度の事業計画・予算案・規約一部改
正案の審議がおこなわれ原案通り可決いた
しました。最後に令和３年度区長に、高橋
信男氏、副区長に武地誠一氏を選出し閉会
となりました。 （4区副区長　村上 晴司）

下舞木一区

岩江各区 令和2年度

定期総会報告

下舞木四区
下舞木二区

下舞木三区

山田区

上舞木区

令和2年度
岩江区長会総会開催

　3月21日（日）、令和2年度岩江地区、区長会総会を開催し全議案承認された。終了後、協会長・
地元議員・センター長を交え「コロナ禍」の中での活動上の問題点について意見交換を実施した。2時
間を越え熱のこもった有意義な会合となった。令和3年度各区長を拝命されたみなさんには参考にして
欲しいと思います。また、新区長さんには横の連携を大切にし、行政とのパイプ役として頑張っていた
だきたいと思います。退任される区長さん大変お疲れ様でした。 （令和2年度　代表区長　志田 良一）

岩江っ子見守り隊スタート
　岩江スポ少バレー部は、厳しい練習を乗り越え「新人県大会」キッ
プを手に入れたがコロナ感染防止のため、大会は中止となった。選
手が落胆している中、保護者から学校の先生と卒団交流試合の要
望を受け、交渉し実現した。6年生6人と先生5人が約1時間汗を
流した。スポ少立ち上げ後、40年が経つが初めての体験が出来た。
生徒、先生も想い出に残る試合となり終了後、全員で記念写真を撮っ
た。想い出いっぱい残し中学校でもバレーボール頑張りますと笑顔
で体育館を後にした。 （岩江スポ少バレー　代表　伊丹 勇次郎）

岩江スポ少バレー卒団記念交流会開催新

試合終了後
集合写真

車検整備新車・中古車販売
マイカー車検ローン 展 示 場 完 備マイカー車検ローン 展 示 場 完 備

●事故車、故障車回送 ●自動車保険取扱 ■お車の名義変更、廃車届け承ります。■お車の名義変更、廃車届け承ります。■お車の名義変更、廃車届け承ります。

Good Car Life!
有限
会社舞木自動車
田村郡三春町大字上舞木字向田64
TEL024-956-2403 FAX024-956-2817

副代理店

岩江センターだより
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岩江センターだより
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令和2年度、コロナ禍の中全員の頑張りで4回広報を発行すること
が出来ました。いよいよオリンピックが開催されます。残念ながら外国
からの観客無しでの開催となります。そんな中、東日本大震災から10
年が過ぎ、ミニ特集を企画しました。当時、対策本部で大熊町民へ支
援いただいた多くの方の中から6名に寄稿いただきました。これからも
決して忘れず、後世へ伝えていきたいものです。末尾に広報部会長と
して2年間お世話になりました。次号から新部会長へバトンタッチいた
します。ご支援ありがとうございました。 （広報部会長 長谷川 晉）

編 集 後 記

　令和2年度岩江まちづくり協会総会（4
月16日）に於いて各部会の活動計画を提
案いたしました、活動計画（案）の概要をお
知らせいたします。

●協会総会の議案審議と総会の開催
●地区全体の道路整備等の課題検討
●懇談会（出前）の要望、課題の協議
●地区全体の重要案件の審議
●岩江地区文化祭の実施検討と実行委員会
の立ち上げおよび開催

●岩江地区コミュニティーバス運行時間変
更後効果フォロー（住民課とタイアップ）

●岩江地区防災コミュニティーセンター利活
用実績把握と各サークル支援継続

●「岩江地区除染廃棄物仮置き場搬出完了」
後の跡地利活用要望継続とフォロー

岩江地区の総合的な計画策定と実現に向け
た取り組みをし、地区民が住み良い環境整
備実現のための活動と必要な協議を行う

総務、企画部会

●土地利用に関する情報交換実施
●花いっぱい運動の実施
●お城山公園整備事業「あじさい」管理、2回
/年（各行政区協力参加人員5名）

●広報（岩江センターだより）年４回（5月、7
月、10月、1月全戸に配布）発行

●岩江の歴史掘り起し…連載企画検討継続実施
●岩江地区文化祭パンフレットによる広報活動
●環境活動実績PR継続（キャップ、プルタブ回収）

保健福祉部会
福祉関係
●クルミヤツ地内の民間介護老人保健施設
（Lcub）の効果的な利活用ＰＲ継続実施
●老人、こどもの虐待の情報提供
●寿楽会の支援　●敬老会の支援
●高齢者一人暮らしおよび、高齢者夫婦に対する情報
の提供と民生児童委員活動推進（岩江地区自主防
災会とタイアップ ⇒ 特に個別避難計画策定支援）

●岩江地区コミュニティーバス運行時間変
更後効果フォロー（住民課とタイアップ）

保健関係（岩江健康づくり推進委員会とタイアップ）
●春のウｵーキングの実施（さくらの会岩江
方部と共催４月１0日…中止決定）

●食生活改善講座（男の料理教室…中止）
●健康体操教室（スクエアステップ、100歳体操）推進
●健康づくり推進委員研修会 ●各種住民健診の受診促進
●高齢者社会参加ポイント取得活動ＰＲ継続実施
●「新型コロナワクチン」接種開始に伴い支援可能内容フォロー
●高齢者「サロン活動」継続　本年下舞木地区立ち上げ支援

土地利用、景観部会

広報部会

スポーツ部会

5月15日（土）開催予定だった「岩江地区大運動会」は
中止になりました。

ゴミ0の日は、次により実施
  5月
  8月  　
  9月
10月
11月

7/17（土） 球技大会 ソフト、バレー、GB

グラウンドゴルフ7/24（土）
会場 岩江中学校、白山壮

会場 岩江小学校校庭
町民ソフト・バレー大会
会場 町民運動場

地区大運動会

地区民一斉清掃
地区民一斉清掃
寿楽会による清掃
各区道路愛護会清掃
地区民一斉清掃

9日（日）
1日（日）
随時　
随時　

21日（日）

令和3年度 岩江まちづくり協会
各部会活動計画

●各種スポーツ競技の活動をとおし、地区民
相互の親睦と健康増進を図る

●令和３年度、地区球技大会は全競技実施予定
●（＊スポーツ大会は、新型コロナ感染の終
息メドが立ち役場と調整後開催決定）

9/5（日）

＊令和3年3月末、「除染廃棄物仮置き場搬出完了」
後の跡地利活用について（高齢者含む健康維持・
増進のため、岩江地区に運動広場設置継続要望）

中止

●岩江児童クラブ人員増（77名）によるセン
ター使用支援と安全確保

●「除染廃棄物中間貯蔵所」搬出完了後の
跡地利活用要望継続フォロー

●「桜川をきれいにする会」は令和3年度活動休止
●「三春さくらの会」の岩江方部会への協力および害虫駆除支援

新任警察官紹介
令和3年3月30日、浦山桂二さんの後任として、鈴木
貴雅巡査長が着任されました。出身は会津若松市で「い
わき交通機動隊いわき分中隊」に6年間勤務され、4月
より岩江駐在所に勤務されています。子どもさん二人
と奥様の4人家族の34歳。岩江地区の安心・安全を
守るため、精いっぱい頑張りますとのことです。いろん
なことに相談にのりますので気軽に声かけてくださいと
のことです。岩江地区のため頑張ってください！

三春岩江駐在所
下舞木岩本81-43
☎024-943-5556

三春岩江駐在所

鈴木 貴雅 巡査長

「人」と「車」と「環境」の統合を目指す・・・

三春自動車工業（株）
〈三春本店〉
（0247）62-3100（代）FAX.（0247）62-6530

〈郡山美術館通り店〉
（024）956-0665（代）FAX.（024）956-0668

■民間車検　■自動車整備　■保険・板金塗装　■新車・中古車販売

三春町大字山田字越井戸7-2 郡山市横塚2丁目23-17

オイル交換
半額

毎週 火曜

オイル交換半額
レディースDAY

毎週 土・日

福島県理工専門学校
自動車整備士専門学校

3級自動車整備士を目指す 2級自動車整備士を目指す
3年制 2年制

〒963-7731 福島県田村郡三春町下舞木字石崎157番地
ウェブサイトTEL024-956-2031 http://www.rikou.ac.jp

専門科高等科
中学校卒業者入学資格 高等学校卒業者入学資格

学校法人小林学園　国土交通大臣指定・高等専修学校
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ハンバーグシチュー定食
タルタルチキン南蛮定食

地元の皆様に愛されるお店をめざして

［ ナルマリ ］

ランチメニューの
一例（11:00～14:30）

テイクアウト

プラス100円でドリンクをセット
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店の前 P 2台可

ナルマリ駐車場
6台可

カフェと食事とお酒のお店 cafe

営業
時間

（ラストオーダー 14:30）
（ラストオーダー 20:00）

月曜定休（祝日の場合火曜）

024-973-5841TEL・FAX
三春町上舞木字明部作38-29

11:00~15:30
17:30~21:00

承ります
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