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※新型コロナウイルス感染拡
大防止のため飲食提供なし
※作品展示のみ

９月１７日　橋本勝也選手と岩江小学校児童（５・６年生）との交流会　（広報部会長　細川 秀夫）

「9/25（土）・26（日）岩
江地区球技大会」は新型
コロナウイルス感染拡大
につき中止となりました。

　下舞木1区の橋本勝也選出が東京2020パラリンピック車いすラグビー競技で、銅メダルを
獲得しました。今回の大会で「車いすラグビー」のルールが日本のみなさんに伝わったのでは
ないでしょうか。橋本選手はチーム最年少。障害の程度が3.0で主に攻撃の選手。登録選手
（0.5～3.5/数字が大きいほど障害程度が軽い）12名中４人が攻撃選手で、橋本選手はスー
パーサブ的存在だ。今回、優勝候補として世界の強豪を迎え撃つ日本は、悲願の「金メダル」
獲得が目標。結果は、１次リーグの仏戦は緊張感が見られ接戦だったが、残り４分で逆転勝ち。
デンマーク戦はチーム全員が出場し、会心の勝利でした。最終戦の豪州戦は４点差で勝利し、
準決勝進出を決めた。準決勝は英国と対戦し、橋本選手も５点挙げたが、惜しくも６点差で
決勝進出を逃した。そして、３位決定戦で再び英国と対戦し、勝利を呼び込み「銅メダル」を
獲得。橋本選手にも笑顔が見られ、応援した地元の人は思わず涙した人もいたとの声が聞か
れた。橋本選手の目には涙も見られたが、次のパリ大会に向けた大きな一歩を踏み出した。
橋本選手からは「先輩たちに追いつき追い越せるようこれからも厳しいトレーニングに挑戦す
る」と力強く語ってくれました。岩江地区のみなさん、パリ大会での金メダル獲得を目指す橋
本勝也選手をこれからも全力で応援していきましょう。 （１区広報委員　橋本 俊英）

橋本勝也選手

自宅前で「銅メダル」を披露する橋本選手
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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

！

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。



自然豊かな岩江地区で喜寿を迎えら
れる事を心より感謝申し上げます。地
域の行事に参加し、皆様と共に楽しい
思い出をたくさん作る事が出来、いろ

いろと楽しんでいるうちに着実に歳を
重ね何時か喜寿を迎える事になりまし
た。本当に月日が経つのは早いもので
すね。コロナ禍ではありますが、一刻
も早い終息を願いつつ、また皆で楽し
い時間を過ごせるよう、これからも健
康を第一に考え、体の許す限り地域の
人たちの思いを心がけ頑張ってまいり
ます。これからも何卒宜しくお願いい
たします。

昨年に続き、今年もコロナ感染拡大予防のため式典は中止となりました。今年も
３名の方から“長寿の声”と、協会長、代表区長からお祝いのメーセージを掲載させ
ていただきます。敬老を迎えられたみなさんおめでとうございました。

令和3年度 岩江地区

敬老の日
お祝い

山田区 上舞木区 下舞木１区 下舞木２区 下舞木３区 下舞木４区 計

敬老対象者

地区

95 158 73 46 49 89 510

令和三年度、敬老を迎えられた皆様誠におめで
とうございます。また、ご長寿心よりお喜び申し上
げます。皆様が岩江発展のため、ご尽力いただい
たことに感謝申し上げます。
今年度の敬老会も、新型コロナウイルス感染拡
大防止のため中止となり残念でなりません。一日も
早く終息し、来年こそ開催出来るよう信じて止みま
せん。
現在、人生百年時代と言われ、岩江地区では町

の職員が積極的に推進している、地域で支え合う
「健康サロン」が、山田地区“みんなで頑張ろう会”
上舞木区“なかよし会”下舞木三区“参笑会”が活動
しています。狙いは、高齢者に限らず地域に暮らす
人々が集まり繋がりを深めていく場です。お互い元
気を分け合い親睦を深め、より良い地域を目指しま
す。是非、お近くのサロンへ足を運んでください。
結びに、皆様のますますのご健康とご多幸をご祈念
し挨拶といたします。

岩江地区の皆様、ご長寿誠におめでとうござい
ます。私たちが日々平穏に暮らしていけるのも、皆
様が戦前戦後をとおして大変な時代をすごし、戦
後復興という大きな目標に向け、多大なる努力を
された賜物であり、心より感謝とお礼を申し上げ
ます。いまだに新型コロナウイルス感染症に目途は
立たず、岩江地区の敬老会式典を開催出来ず誠に
残念でなりません。このため、敬老の日（20日）に
は、三春町と岩江地区敬老会実行委員会からの
記念品をお届けさせていただきました。
皆様におかれましては、今後も益 ご々壮健で日々

を豊かに過ごされますようご祈念申し上げます。

岩江まちづくり協会　会長
佐藤 一也

ごあいさつ

岩江地区代表区長
佐久間 至啓

お祝いの言葉

真珠湾攻撃の年、昭和16年に生ま
れた私は傘寿となり、人生80年の間
には色々な出来事がありました。
振り返ってみると定年後20年間は、
地域社会に奉仕するために先輩方のご
指導を受けながら積極的に参加し、ま
た多くの友人ができました。わたしの

宝物です。
免疫力アップ、健康寿命を延ばすた

めには、アクセルを緩めて社会福祉協
議会主催の地域サロン活動や何事にも
興味持ち、明るく楽しく参加する事が
必要だと感じています。人生100年と
いわれる昨今、令和3年は100歳以上
の方が全国で8万6500名いると報道
されました。目標は長く持ち続けて人
とのふれあいを大事にし、わずかでも
地域のために役に立ちたい。コロナ禍
で先が見えない日々が続きますが、1
日でも早く終息することを願います。

光陰矢の如し、今年もまた敬老の日
がやってきました。これから限られた
時間の中で、有効にそして楽しく過ご
せたらと思う今日この頃です。今、自
分は「ファームパークいわえ」の活動の
中で田んぼアートの担当者として13年
間携わっています。今年のデザイン題
材はNHK大河ドラマ「明智光秀」「帰

蝶」を描きました。おかげさまで、県内
外から大勢の人が訪れていただきまし
た。特に高齢者の方々が多く訪れてお
り、会話も弾んでおりました。
あの歓喜した姿を見ると何とも言え
ない高揚感を覚え、また来年の励みに
なります。さらに、来年の７月２８日は「全
国田んぼアートサミット大会」が鏡石町
で開催され、当「ファームパークいわえ」
は、サブ会場としての参加予定になっ
ており、全国デビューとなり益々夢が
膨らむような心境です。これからも、大
勢の皆さんとともに喜びを分かち合える
「田んぼアート」にしたいと思います。

お祝いメーセージ

高齢者の思い
上舞木寿楽会
栗山 暾夫

喜寿を迎えて
下舞木2区
高田 タケ子

80歳を迎えて
下舞木３区
影山 光雄

☎

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10月1日（金）
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新型コロナウイルス感染症の終息が
見えない中、下舞木２区の『北山子育地
蔵尊祭礼』が昨年同様に規模を縮小して
９月11～12日の２日間にわたり行われ
ました。11日午後の宵祭りには地区内
外から100体余のお地蔵様が里帰りし
１年ぶりの再会を喜びあっていました。
その後女性代表３名による念仏が行わ
れ、子供達の健やかな成長、感染症の
一刻も早い終息を祈願しました。12日
の本祭りにはお地蔵様の貸し出しが行われ、来年の再会を約
束してそれぞれの子供達の元に帰って行きました。
来年こそは、子供達の歓声が響くにぎやかな祭礼にしたい

と改めて思います。祭礼を運営していただいた役員、関係者
の皆さんありがとうございました。 （広報部会長　細川 秀夫）

岩江防災コミュニティーセンターにお
いて、7月２７日（火）地域を支える会　
上舞木「なかよし会」が開催され、多く
の方々が参加。内容については、百歳
体操・折紙・お手玉・ピンポン・風船
バレーなど、楽しく賑やかな時間を過ごしました。中でも一番楽しかったのはおしゃべりコーナー
ではなかったでしょうか。言葉や手先、体を使うレクレーションは、脳の活性化につながります。
体を動かすと運動不足とストレスが解消され、参加者の方々が生き生きしてくるのを感じます。健
康維持するには最適な会です。８月は新型コロナ感染拡大防止のため中止としましたが、次回開
催は是非ご参加ください。 （上舞木広報委員　遠藤 勝男）

ファームパークいわえ

今年も立派に完成した田んぼアート！

監督・選手の皆さん

熱戦の様子(対八島台チーム戦)

健康サロン“なかよし会”の活動風景

北山子育地蔵尊祭礼

上舞木ファームパークいわえ、運営委員会
が中心となり、『2021 田んぼアート』が大好
評の中、終了いたしました。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。5月後半の測量
から始まり、地区民の協力を得て、田植えを
実施いたしました。おかげさまで天候にも恵
まれ、今年は昨年以上の出来栄えで、見頃期
間中には町内外より3000人を超すお客様に
来場いただき、感銘と満足の言葉で大好評の
中、終了いたしました。
運営委員会より、作業にご協力いただきま

した地区民の皆様に御礼申し上げます。
10月14日（木）に三春駒、町章周辺の田植

え（天のつぶ）をしてくれた岩江小５年生による
稲狩りを実施し、収穫の体験をします。
 （上舞木広報委員　栗山　浩）

小雨の降る、９月５日（日）午前９
時から貝山グラウンドにおいて町民
球技大会が開催されました。
今回の大会は、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止の観点からソフト
ボール競技のみの実施となり、岩江
地区代表（上舞木）・新町・沢石・
八島台の４チームの出場で行われま
した。１回戦で岩江地区代表は八島
台チームと対戦、熱戦の結果７対７
の同点となり、大会ルールにより抽
選で勝利し２回戦に進出しました。
２回戦は新町チームと対戦し奮闘及ばず８対２で敗れましたが、２位という好成績
を収めた事は監督と選手が一丸となって戦った結果ではないでしょうか。皆さん大
変お疲れ様でした。そしてありがとうございました。 （広報部会長　細川 秀夫）

８月２１日山田地区で、岩江文化祭での販売を予定して
いる大根の種まきを行いました。協会長以下９名の参加で
500本の収穫を目指し、約２時間の作業でした。尚、文化
祭での販売収益は諸経費を除き三春町に寄付されます。大
根は栄養豊富な野菜で、消化促進、美肌効果、免疫力アッ
プなどの効果があります。また根だけではなく葉の部分にも
ビタミンB1・B2、カルシウム、リン、鉄など含まれている
ので捨てずに食べるようにしましょう。山田産大根を是非ご
賞味ください。おいしいです。
 （山田地区広報委員　増子 昌宏）

女性代表３名による念仏

みんなでお願いしたよ!!

地域を支える会 上舞木

「なかよし会」開催

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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9月18日(土)薬師堂山じま
いが行われました。春季祭礼
同様、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため役員のみで
実施しました。祭礼準備及び、
薬師堂内外清掃と後片付けを
行い、下舞木連絡協議会会
長國分司さんと、総代田中清美さんのご挨拶をいただき無事終了しました。
コロナ感染拡大が一日も早く終息することを心よりお祈り申し上げます。
 （４区広報　松澤 敏文）

下舞木４区長高橋信男さんは、このたび「田村
地区防犯協会連合会」および「田村警察署長」か
ら、「防犯連絡所感謝状」を受賞しました。平成
15年に防犯連絡所に入会（当時は中妻連絡会）し、
現在（平成29年岩江連絡会に改称）に至っていま
す。地域住民からの、不審者の連絡、長年に亘っ
て挨拶や声掛け運動を継続し、地域の安全安心確
保のための活動が評価され受賞されました。誠に
おめでとうございます。これからも積極的な活動頑
張ってください。 （下4区広報委員　松澤 敏文）

清掃後役員の集合写真

村上宮司による祭礼 受賞された「高橋信男さん」

岩江小
西隣り（ ）

午前10時～
午後4時（ ）

毎年恒例の岩江文化祭は16回を迎えます。今回も地区住民の趣味を活かした作品を展示します。
コロナ禍の中、感染対策を確実に実施し、文化祭をとおし、文化を高め豊かな岩江をめざします。

岩江センターと
こ
ろ

ともに困難を乗りこえ“輝け岩江”
令和3年度

岩江地区文化祭
10/23●土と 

き

作品の搬入
搬出
※作品の出品受付は10月22日（金）午後3時から。
直接会場に搬入してください。

●彫刻 ●写真作品 ●手芸品 ●絵画作品 ●児童生徒作品 ●盆栽
●陶芸 ●書道作品●生け花 ●菊花 ●その他各種手工芸作品など

第16回

ふるって
ご参加
ください！

10月22日（金）午後3時～4時
 23日（土）午後4時～

地区の皆さんの作品を展示いたします。

薬師堂山じまい

猛暑とコロナ感染猛威の真っただ中、８月１日
(日)雷神様の祭礼が執り行われました。
総代、地権者、町議会議員、寿楽会、下舞木
連絡協議会、そして幹事の参列のもと、田村神社
村上宮司の祝詞奉上に始まり、その後各代表者に
よる玉串奉奠を行いました。
全員が当地域に大きな自然災害が起きぬよう又、
現在蔓延しているコロナ禍の一時も早い終息を祈
願し、地域の皆様がご健勝であることを強く念じ、
お祈りしました。
直会は、去年に続き中止して、令和３年度の祭
礼を終了しました。 （三区広報委員　佐藤 彰男） 防犯連絡所感謝状 受賞

雷神様　祭礼

「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

至本宮

至288号 至郡山
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あゆみ美容室
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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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