～伝統芸能の継承 & 地域の絆づくり～

「第２回三神地区夏まつり」

われ、迫力ある演奏を披露。日が暮れると、盆踊りが始まり、老若男女がふ

８月２２日、町社会福祉協議会主催の矢吹地区「みんな来い来い交流サロン」が、町保健福祉センターで開催さ

れました。この交流サロンは、各地域で開催されている「ふれあい*いきいきサロン」のうち、矢吹地区の参加者
を対象に行われたものです。

今回は、矢吹地区の皆さんをはじめ、ボランティア団体のサロン支援隊

『茶・茶・茶』など、合せて約１１３人が参加。

白河医師会の協力で、渡部医院 院長 棚瀬和弥氏より「頻尿・尿失禁につい

目指し、一緒に歌ったりしながら、地域の交流を深めました。

中畑地区交流サロンは、１１月１５日予定です。

～協働のまちづくり事業～

「花の里やぶき

桃源郷づくり」植樹活動

９月４日、矢吹町区長会主催の地域協働による花木の植樹「花の里やぶ

ジ」を植樹し、花木で

彩る景観づくりを目指

すものとして実施され

ました。

当日は、総勢約

２００名の参加により５１５本のツツジを植樹。将来的には、

「矢吹町のツツジロード」として、町の観光名所とする計画で

或る本を読んだ。皆さん
は、江戸時代の儒学者、貝
原益軒が書いた「養生訓」
をご存知でしょうか。益軒
は、その本の中で、こう記
している。「腹八分目、
お腹いっぱい食べないこ
と」、「長く座りっぱなし
にせず、静かに運動するこ
と」、「心を穏やかに、怒
りと欲を抑え、憂いで心を
苦しめないこと」。
同様に前述した、益軒の
「養生訓」にも通じること
だが、今を生きる町の高齢
者に共通する長生きの秘訣
は、まず「食事に気遣い、
健康な体を維持し、病気
に、しかも大病に罹らな
い」こと。次に「体の負担
を考え、適度な運動を心掛
け、楽しく体を動かす」こ
と。そして最も感じること
は「家族に愛されている人
ばかり」ということだ。
先日、「矢吹フロンティ
ア祭り」の対談でも中畑清
さんがこう話された。「町
長、高齢者が元気で長生き
できるよう、町づくりに励
めよ」と。その叱咤激励を
忘れることなく、町づくり
に取り組むことをお誓い
し、今月のひと言とする。

この植樹活動は、矢吹町を縦断する羽鳥幹線水路の砂利道脇に「ツツ

れ、ほんとに、ほのぼのと幸
せの空気が漂う素敵な家族だ
なと実感させて頂いている。
好んでお喋りするタイプでは
ないが、喜んでくれている心
持ちは、柔和な顔の表情で見
てとれる。いつもの日課は散
歩。奥さん共々お元気で長生
きしてください。
次も男性。先月８月に満
１００歳を迎えたばかりの三
城目在住の三瓶金三さん。賀
寿贈呈式では、満面の笑みを
浮かべながら、多くの子や孫
達が集い祝った。顔の色ツヤ
も良く、言葉も至って明瞭。
何度も「野崎町長さんかい。
会えて嬉しいない」と歓迎の
言葉。私もいつになく感激し
ながら、賀寿のお祝いの品を
贈らせて頂いた。若い頃から
日記を付ける習慣は、今も継
続中。これからも夫婦二人三
脚でお元気にお暮らしくださ
い。
以上、お会いした１００歳
以上の高齢者４名の皆さんの
近況を書かせて頂いた。お会
いして感じたことは、実に皆
さんお元気ということ。喜ば
しい限りだ。
４人のように、「元気で長
生き」というのは、いつの時
代も変ることのない、人の見
果てぬ夢。

て」健康講話がありました。参加した皆さんは、健康でいきいきとした生活を

つもと変わらず。１０５歳の
放つオーラは圧倒的だ。元気
で長生き出来る人はこんな
人。まさしく、長生きの手本
となる安藤悌蔵さん。ますま
すの長寿をお祈りします。
次は女性で２番目の高齢
者、弥栄在住の和泉トシヨさ
ん、１０２歳。スタスタと歩
いて姿を現わす。今年も、相
変わらず元気そのもの。私た
ちに、しきりにトウモロコシ
を薦める。長男の和泉安喜さ
んによれば、目の前のトウモ
ロコシは、自分で種を蒔き収
穫した物だという。身の回り
のことは、全部自身で済ませ
るといい、耳が多少遠いのも
ご愛嬌。却って大声と笑い声
が響く、素敵な家族の中で暮
らすことが幸せなのかなとも
思えた。帰りには、自ら収穫
したばかりの、茹でたてのト
ウモロコシを沢山お土産に頂
いた。来年もトウモロコシを
頂きに伺います。約束です
よ。
次はこの男性。原宿在住の
関根信雄さん１００歳。今年
の１月、満１００歳を迎えた
信雄さん。益々ご壮健。今年
は、ひ孫の関根壮祐くん５歳
と千朔ちゃん３歳も一緒にお
出迎え。いつ訪問しても、い
つもの皆さんがお迎えしてく

矢吹地区「みんな来い来い交流サロン」開催
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桃源郷づくり」が開催されました。
き

90

れあう、活気あるイベントとなりました。
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どの子供を主役に置いた催しが行わ
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れました。開会式後バンド演奏が行
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ダー早飲み大会、金魚すくい大会な

野崎吉郎
17

した。主催は三神地区夏まつり実行委員会、神田行政区共催。
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かき氷早食い大会をはじめ、サイ

矢吹町長
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８月１４日、「第２回三神地区夏まつり」が神田農村公園で開催されま

心から安藤悌蔵さんに敬意と
祝意を捧げたい。
折角の機会なので、町の高
齢者にも少し触れてみたい。
ご案内のように、今回の敬老
会の招待者は、２５７４名。
内、今年の敬老の日を基準
に、新たに 歳以上なられた
方 名を含め、実に 歳以上
は２７２名。１００歳以上は
何と７名。
町では、以前から敬老会の
前に、 歳以上の高齢者宅を
事前訪問している。今年の訪
問も、新たに 歳に到達され
た高齢者と男女高齢者上位
名、都合 名の高齢者宅に足
を運び、祝意を述べ、そして
祝い品を贈らせ頂くために訪
問させて頂いている。
今月の私のひと言では、そ
の中にあって、１００歳以上
の特筆すべき元気さを誇る高
齢者の皆様を紹介させて頂く
ことにした。
まず始めに紹介するのは、
やはりこの方、町の最高齢者
安藤悌蔵さん。安藤さんを、
知らない町民はいない。今年
もお互い、たっての希望で訪
問が実現。今年も、いつもの
元気なお姿と満面の笑顔を見
ることが出来、嬉しかった。
凜とした立居振舞、そして顔
色、肌のツヤ、目の輝きはい

会場では、子どもカラオケ大会や

私のひと言

協

働

元気な高齢者、百歳万歳
「矢吹町敬老会」が９月
日㈯、町文化センター大ホー
ルで開催された。今年も 歳
以上の高齢者、２５７４名を
招待。会場は、元気な高齢者
で埋め尽くされ、笑顔あり、
笑い声ありで楽しい一日を過
ごした。
さて、皆さんは９月 日
付の新聞報道を目にしたで
しょうか。「県内１００歳以
上、初の１０００人超」の大
見出し。報道によると、県
内の１００歳以上の高齢者
は、１０４６人で、初めて
１０００人を突破したとあ
る。また、全国の１００歳以
上の高齢者は、過去最多の
５万５６９２人に上ることが
分かった。そして、何と驚く
なかれ、矢吹町の最高齢者安
藤悌蔵さんが、１０５歳で県
内男性高齢者上位４位にラン
クイン。町初めての慶事だ。
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す。

まちの話題
三瓶金三さんに賀寿贈呈

TOWN TOPICS
厚生労働大臣感謝状受賞

昨年度は「ベスト 」でしたが、

10

「第９回矢吹町少年の
主張大会」が開催
このほど、めでたく満百歳を迎えた三
瓶金三さん（三城目︶に県知事賀寿など
が贈呈され、親族や関係者が長寿を祝い
ました。
三瓶さんは大正５年生まれ。長寿の秘
訣は、人に迷惑をかけないで毎日楽しく
生活すること、日記を書くなど昔から書
き物が好きであることだそうです。
贈呈式は８月 日三瓶さんのご自宅で
行われ、県南保健福祉事務所の鈴木栄子
健康福祉部主幹や野崎町長から賀寿や記
念品が手渡されました。
三瓶さんの更なるご長寿をお祈りいた
します。

～県内 市町村出場～

日㈯に開幕します。

ンバーによる「第３回市町村対抗

県内各市町村から選抜されたメ

今年度は優勝を目指し、日夜練習

ます。
みなさんの応援が力になります。
ぜひ応援に駆けつけてください。
《出場選手》敬称略
安藤

仁︵八幡町︶

監

髙田富士夫︵大和内︶

督
コーチ

町︶

坂路美知男︵上宮崎︶
真一︵曙

コーチ

スコアラー
松山

文

芸

やぶき里山短歌会
何事もてきぱきとする孫

典子

を見ていつの間にやらと
頼もしくなる
佐藤
縁石にならびて座る幼子

優子

は群れてとまりし野鳥を
見上ぐ
髙田
堂々とオスプレイ飛ぶ熊

輝雄

本の地震に孤立の住民救
ふと
髙村
網戸越しガラスの窓に吹

修作

き付くる小さな雨粒糸引
き落つる
谷口
家猫は母屋の屋根に寝そ
べりてさも偉そうに吾を
見おろす
松川千鶴子
オバマ氏に抱きとめられ

芳子

し被爆者の老さする指触
れ合いの指

詢︵本城舘︶

吾妻

小林

健太︵八幡町︶

将
佐藤

健二
丹内

悠︵神田西︶

和樹︵東川原︶
悠二
圓谷

光樹︵神田西︶

勉︵明新原︶

︵鏡石町・ふるさと選手︶
石森

靖崇

鈴木

遠藤

友洋︵明新下︶

昭寛︵根

大一︵五本松︶

裕︵中
雅樹

畑︶

鈴木

俊樹︵弥

雅土︵奉行塚︶

︵西郷村・ふるさと選手︶
小針

康太︵八幡町︶

石森

髙久

薄葉光三郎︵神田西︶

宿︶
円谷

︵福島市・ふるさと選手︶

髙久

円谷

藤井

︵棚倉町・ふるさと選手︶

廣瀬

主

第３回市町村対抗福島県ソフトボール大会
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業」（公益財団法人会田病院主催、町
町文化センターで開催され、約１２０
人が参加しました。
この事業は、救急業務や救急医療に

16

日㈯相馬光陽ソフ

に励んでいます。
初戦は 月

15

トボール場（相馬市︶で行なわれ

10

対して広く理解と認識を深め、救急医
療関係者の意識高揚を図る目的で９月
９日の「救急の日」にあわせて実施さ
れています。
会場には、町内の小中学生による救
急医療にちなんだポスター・標語・書
道が展示され、計 点の優秀作品が表
彰されました。

0

７月 日、福島県血液センター
で「第 回献血運動推進全国大会
における厚生労働大臣表彰及び感
謝状伝達式」が開催され矢吹精密
宝石株式会社が厚生労働大臣感謝
状を受賞しました。
矢吹精密宝石は、昭和 年から
年にわたり社長をはじめ社員一
丸となって積極的に献血事業の推
進・広報活動に取り組まれ、多大
な貢献をされています。特に４
０ 献血においては延べ ０ 人
が協力しています。
８月 日、町役場に矢吹精密宝
石株式会社渡辺雄太郎社長が訪れ、
受賞報告会が行われました。
52 28

24

福島県ソフトボール大会」が 月

９月９日、「第 回救急の日記念事

救急の日記念事業

21

・町教育委員会・矢吹消防署共催︶が

(発表順）

29

ml

町青少年健全育成推進会議主催の「第９回

10

らえました。
なお、「最優秀
賞」、
「優秀賞」に
選ばれた３人は、
「第 回少年の主
張福島県大会」に
推薦されました。

2

55

矢吹町少年の主張大会」が８月 日、町文化
センター小ホールで開催されました。
一次審査を通過した矢吹中学校の生徒 人
が、学校生活や家
庭・友人、地域と
の関わりの中で、
日ごろ感じ、考え
ていることを少年
らしく、提案・主
張するすばらしい
大会となり、多く
の来場者の心をと

11

「やぶきフロンティア祭り」
にゴミ袋寄附
９月６日、町内企業の「アクテイブ
株式会社（東京理科大学発ベンチャー
企業︶」より、９月 日㈰開催の「や
ぶきフロンティア祭り」で利用してほ
しいと、自社研究開発した「ＣＯ 排
出削減樹脂」を用い製造したゴミ袋１
万枚が町に寄附されました。
贈呈式は町役場で行われ、同社の阿
部正彦取締役副社長、木戸茂取締役副
社長、酒井廣則監査役、難波一茂矢吹
事業所マネージャー、佐久間大道生産
３チームリーダーより町長へゴミ袋が
手渡されました。
このゴミ袋は「やぶきフロンティア
祭り」会場内ゴミ置き場へ設置した他、
総合受付にて来場者へ配布されました。
15

20

38

＜最優秀賞＞
二瓶 紗英(１年）
＜優 秀 賞＞
近内 莉子(３年）
平山 遥斗(２年）
＜佳
作＞
國分美由紀(１年）
熊田 知優(２年）
降矢 梓沙(２年）
中畑 文乃(２年）
水野 彩華(２年）
角田奈々香(３年）
小椋未香子(３年）
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問 教育振興課
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▶町大会結果◀(敬称略）

