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渡辺企画政策課長挨拶 

議事の様子

まちづくり協会長挨拶

岩江地区
「夏」の催しについて
「７／１7（土）岩江地区球技大会」、
「２４（日）G・G大会」は６月１１日
の岩江地区役員会にて、９月開催
へ変更となりました。詳細はスポー
ツ部会にて協議し7月度回覧にてご
案内いたします。

令和３年度 岩江地区自主防災会総会開催

４月１６日(金)午後７時より岩江セン
ターで令和２年度岩江まちづくり協会総
会が開催されました。今回の総会は、
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観
点から出席者を30名に限定し、来賓と
して三春町長(代理：渡辺　淳企画政策
課長)、新田町議、篠崎町議、鈴木貴
雅岩江駐在所長が出席され挨拶をいた
だいた。
佐藤一也まちづくり協会長の挨拶の
後、上舞木の安齋和夫さんが議長に選
出され議事に入った。令和２年度活動お
よび収支決算報告、令和３年度活動計
画(案)および収支予算(案)について慎
重審議され、いずれも承認された。最後
の議案である役員改選については、長谷
川広報部会長の退任に伴う後任として細
川部会長が承認され、午後８時45分閉
会した。 （広報部会長　細川 秀夫）

　４月２３日(金)、「岩江地区防災コミュニティセンター」において、第５回岩江地区自主防
災会総会を開催しました。今回は、昨年に続いてコロナ感染を考慮し、「ご来賓と各区の正・
副区長」、消防員・防災員を合わせ「２３名」と縮小し開催しました。総会は、来賓より挨拶
をいただいた後、下舞木２区の「西牧　宏之氏」を議長に選出し議事に入りました。令和２
年度活動報告・決算報告に続いて、令和３年度事業計画(案)・予算(案)について審議が
行われ、熱心な討議が行われましたが、議事は、原案通り可決承認されました。災害はい
つ発生するかわかりません。事前の備えが大切です。今年度も、山田・上舞木・下舞木の
地区毎に、「組長・班長」を対象とした「防災訓練(避難訓練)を計画しています。皆様のご
参加をお待ちしています。ご協力よろしくお願い致します。 （自主防災会　大堀 聡）

議案審議中の総会風景

岩江まちづくり協会総会令和２年度
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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
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国道288号
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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
エルキューブ三春

夜勤スタッフ募集！

勤務時間
給与
仕事内容

20:00～ 8:00（12時間）
1回あたり 12,000円
入居者様の介助等
・介護の資格があれば尚可
・未経験の方でも丁寧に教えます資格

※勤務日数は相談に応じます！

お問い
合わせ

0247-61-6601�
担当／
佐々木

Wワーク可！
シニア世代も可

！



岩江小学校運動会 開 催 支 援

盛り上がった高学年リレー まちづくり協会長から児童代表へ目録贈呈

晴天の５月２５日、岩江小学校５年生３７名が上舞木のファームパーク
いわえで田植えを体験しました。この授業は５年生の総合学習の一環とし
て年間５回の授業を行っているもので、今年で６年目になります。
５月２１日には「お米ができるまで」と題して学校で授業を行い、田植えに
備えましたが、皆ていねいに苗を植えてくれて仕上がりは上々、パークの
役員たちも今年は手直しが大変楽だったと話していました。今後は７月１２
日と９月２日のイネの成長見学と１０月には稲刈りを行い、収穫した米は学
校の給食で食べる予定です。
田植え当日子供たちは裸足で田んぼに入り、福島県のオリジナル米「天

のつぶ」と言う品種の苗を一本一本ていねいに植えていました。また、今年
も田んぼアートの三春駒絵柄の周り
を植えましたが、中には泥んこにな
りながらも田んぼの感触に歓声をあ
げ、虫やカエルに大騒ぎする子など、
子供たちのにぎやかな声がファーム
パークいわえの山々に響き渡る一日
となりました。（指導員　安齊 和夫）

６月２日下舞木二区内の北山子育地蔵尊において校外学習が
行われました。これは「われら岩江たんけんたい」という総合学習
の一環で、学校の周りを探検したり観察したりして、岩江地区の
様子について理解を深める事を目的として行われたものです。当
日１１時頃引率された３年生50名が到着し、伊丹岩江センター
長の由来等の説明の後、女性4名による念仏の実演行われ続い
て子供達も念仏を唱えました。その後、子供達の健やかな成長
と安全を願って地蔵様の着ていた着物の生地で作ったお守りを
子供達と先生方にお渡ししました。短い時間ではありましたが、
お地蔵様も大勢の子供達
の来訪に喜び笑顔で見
守っているようでした。最
後にお地蔵様もビックリす
るような大きく元気な声の
挨拶を残して地蔵尊を後
にしました。
(広報部会長　細川 秀夫)

5月15日（土）開催された岩江小学校運動会にスポーツ部会は競技
に支援する事が出来ました。昨年は新型コロナウィルスの影響で、部
会の活動が出来ず、本年度活動を模索している中、運動会が開催され
るとのことで、運営に携われる形となりました。開催まで時間が無い中、
今年は例年とは全く異なる形での開催になるということで、精力的に情
報交換実施と部会を開催。そして今回は、コロナウィルスの感染防止
を重点的に実施し、先生方や生徒、観覧される保護者、そして部会関
係全員準備を進めてきました。当日は、部会員全員フェイスシールド着
用し感染防止を徹底しました。また、今回、まちづくり協会長より児
童全員へ運動会の記念品として、ノート・消しゴムを寄贈いたしました。
今後もスポーツ部会は、岩江地区の皆様のご期待に沿えるよう活動を
行って参ります。末筆に、運動
会開催に際し、コロナ禍の中
ご理解ご協力を賜りました、ま
ちづくり協会、スポーツ部会役
員全員が一丸となって運動会
を成功出来事たことに、心より
感謝申し上げます。
（スポーツ部会長　栗山 貴浩）

岩江小学校

スポーツ部会運動会支援メンバー念仏の様子

田植えの様子田植え頑張ったぞ！！

由来等の説明(伊丹センター長)

校外学習 北山子育地蔵尊

岩江小５年生の田植え体験

☎

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7月1日（木）
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橋本 勝也さん
下舞木1区

19歳

パラリンピック
車いすラグビー
日本代表候補

三春町役場勤務

ファームパークいわえ

令和2年12月より毎月第３土曜日１０時～１２時に山田集会所にて、社会
福祉協議会の神山さんの指導のもと実施しています。健康維持、健康増進を
目的に前山田区長の志田さんの提案で始まりました。参加者は２０～２５名
で、和気あいあいとした雰囲気の中で楽しいひと時を過ごしています。また、
地域住民の交流の場としても大変意義のある行事となっていると思います。
山田地区の皆さん是非参加してみて下さい。 （山田区広報委員　増子昌弘）

岩江“元気か～い！“サークルは5月、ニッセイ財団シニア生き生き活動
において「顕彰」を受賞した。健康維持活動を目的として立ち上げ、10年
間の活動は他町村との交流、東日本大震災仮設住宅生活者葛尾村への
健康体操支援、岩江地区敬老会参加、岩江幼稚園･小学校へのボランティ
ア活動支援、スクエアステップ･１００歳体操立ち上げなどが評価され受賞
した。現在、メンバーは17名で平均年齢も70歳を超え、2回/月の活動
を行っている。岩江地区諸活動で女性リーダーとして今後も頑張ります。
 （元気か～い！代表　伊丹勇次郎）

笑顔で体操をおこなう参加者たち！

山田地区サロン活動

ニッセイ財団「生き生きシニア活動顕彰」受賞

田植え作業

１００才体操

田んぼアート
完成予想図

タイトル
「光秀と帰蝶」

三春駒 光秀 帰蝶

上舞木地区のファームパークいわえ
にて、運営委員会が中心となり、毎年
恒例田んぼアートがスタートいたしま
した。今年のテーマはNHK大河ドラ
マ『麒麟がくる』を題材として、「明智
光秀」、光秀の幼なじみ「帰蝶」、と2
年連続大河ドラマシリーズをデザイン
し、三春駒、町章も昨年同様描きまし
た。まずは5/22（土）、23（日）の2日
間測量作業を行い、5/29（土）30（日）
の2日間、地区民約30名づつ参加い
ただき田植えを実施、今年も最高の出
来栄えを祈願しながら完了いたしまし
た。見ごろは7月下旬から8月中です。
また、パーク内では6月中旬ごろ花ショ
ウブが見頃を迎えます。地区民の皆様
のお越しをお待ちしております。

ルール

特徴

参加国と
競技日程

現在、強化合宿に参加しながら正式発表を待っている！
金メダルに近いと言われている日本。橋本選手の代表
選出に期待しています！ （下１区広報　橋本 俊英）

８月２５日～２９日までの５日間を８チーム
（日本、アメリカ、オーストラリア、デンマー
ク、イギリス、ニュージーランド、カナダ、フラ
ンス）で争う

バスケットコート使用４対４で競技　1チー
ム最大12名で編成。１試合８分で４回の
ピリオドで競技。同点は３分間延長。バレー
ボールを使用し相手方エンドラインをボー
ルが通過で１点。

マーダーボール（殺人球技）と言われ、タッ
クルが激しい競技。

田村高卒

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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作業を行った会員の皆様祈願終了後役員記念撮影

令和３年度、長谷川前部会長の後任として部会長に選
出されました下舞木二区の細川秀夫と申します。今後二
年間皆様にはいろいろお世話になりますので、宜しくお願
いいたします。昨今のコロナウイルス感染症の影響で各地
区での行事等が軒並み中止及び縮小となっており、広報
部会としての活動も制限される状況ですが、年４回の発
行に向けて部会員全員で頑張っていきたいと考えておりま
す。そこで地区の皆様にお願いですが、広報部員だけで
は収集できない情報等を部会にお寄せ頂ければ幸いです。
（掲載の可否は編集会議で決定させていただきます）
最後に、長谷川前部会長のこれまでの活動に対して改

めて敬意を表します、大変お疲れ様でした。
 （広報部会長　細川 秀夫）

５月15日(土)薬師堂にて祭礼がおこなわれまし
た。令和３年度も、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため宵祭りは執り行わず、大護摩焚き（延命
寺住職様）、念仏数珠廻しなどは自粛し規模を縮
小して短時間で役員のみの実施となりました。
役員全員で薬師堂の清掃を行い、総代田中清美

さん、下舞木連絡協議会会長國分司さんよりご挨
拶をいただき、各区長による無病息災およびコロ
ナ感染終息祈願の後、御札立て実施し國分司さん
の挨拶で終了しました。 （４区広報　松澤 敏文）

６月１日下舞木集会所・上ノ内・一本木・西ノ内地内に下舞木寿楽会の皆
様の手によりサルビアとマリーゴールドの苗を植えました。当日は真夏のよう
な気温の中額に汗をにじませながら一
生懸命植栽作業をおこないました。きっ
と綺麗な花が咲き誇り、コロナ禍では
ありますが付近を通る人や車で通る人
たちの心を癒し、和ませてくれることで
しょう。寿楽会の皆様ありがとうござい
ました。暑い中での作業大変お疲れさ
までした。 （広報部会長　細川 秀夫）

編 集 後 記

薬師堂春季祭礼 花いっぱい運動下舞木

プルタブ・キャップ回収状況岩江
地区

捨てればゴミ、分ければ資源

岩江まちづくり協会は、社会貢献のため、平成26
年から、プルタブとペットボトルキャップを回収してい
ます。回収場所は岩江センター玄関入り口に専用箱を
設置しています。特にプルタブ回収にご協力ください。

問い合わせ
岩江センター

☎024-942-0092
（岩江センター長　伊丹勇次郎）

今後も、1回/年実績報告を
行いますのでご協力ください。

プルタブ・キャップ回収実績

キャップ
１,５１３,５５３個
ワクチン １,７６０人分
860個…ワクチン1人分

プルタブ
８９１,０００個
（３３０ｋｇ）

令和3年6月14日現在

700kgで車椅子1台

植栽の様子(上ノ内地内)

「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

牛すじの煮込み定食 940
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円
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円

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

至本宮

至288号 至郡山
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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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