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ぴったりなおもてなしプ
チコース料理を教えてい
ただきました。手に入り
やすい材料で家庭でも簡
単に美味しく作れること
をテーマに、豚ヒレ肉の
サワークリーム焼き・パ
ンプキンポタージュ・グ
リーンサラダ・アレンジ
サラダソースの４品を作
りました。講師手作りの
桜ゼリーも添えられ、見
た目も美しい豪華なおも
てなし料理が華やかにテ
ーブルを彩りました。

健康づくりセミナー・生涯学習講座
３月７日に、すみれ荘
において、保健福祉課﹁健
康づくりセミナー﹂と公
民館﹁生涯学習講座﹂合
同の﹁おもてなし料理教
室﹂を開催しました。講
師にフードプランナーの
武藤定子さん（会津若松
市）をお迎えし、これか
らのお祝いのシーズンに
ー マ で、 舟 木 村 長、 ㈱
代表取締役橋
SATORU
本浩寿さん、道の駅駅長
舟木容子さん、（一社）昭
和村観光協会事務局長涌
井一統さんをパネリスト
に加え、昭和村の課題と
将来像について語りまし
た。

冬の雪山散策
またぎ体験

３月 日に、シェアベ
ース昭和村（野尻）主催
で﹁昭和村の雪山散策ま
たぎ体験﹂が開催されま
した。村猟友会長の羽染
輝男さん 佐
( 倉 、) 小 泉
一雄さん（佐倉）の案内
で雪山散策を実施。猪の
通った後や、カモシカの
足跡など説明していただ
き、獲物には出会いませ
んでしたが、参加者にと
って非日常を感じる貴重
な体験となりました。こ
の 事 業 は、﹁ 夢 見 る 若 者
応援事業﹂を活用して行
われました。
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名が村体育協会表彰受賞

奥会津シンポジウム
月 日、公民館ホー
ルにて﹁歳時記の郷奥会
津シンポジウム﹂が開催
されました。
第 部のトークセッショ
ンでは奥会津トータルア
ドバイザー清水慎一さん
とシンクボード㈱代表取
締役山倉あゆみさんが地
域らしさと人材育成に先
進的な事例を交え講演さ
れました。
第 部では﹁これから
を支える力、官民協働の
地域づくり﹂というテ
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中学生
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３月 日、昭和村体育
協 会 表 彰 規 程 に 基 づ き、
村体育会長より昭和中学
校の生徒３名に、優秀選
手賞を授与しました。
この賞はスポーツ選手と
して、輝かしい功績を挙
げた方を表彰するもの
で、受賞された生徒は次
のとおりです。
山内美玖︹中体連総合体
育大会卓球競技オープン
シングルス（両沼大会２
位、全会津大会ベスト８、
県大会ベスト 、東北大
会出場）︺
本名萩︹中体連総合体育
大会卓球競技オープンシ
ングルス（両沼大会１位、
全会津大会３位、県大会
ベ ス ト ）、 ふ く し ま 駅
伝（３区村の部区間賞）︺
五十嵐広華︹中体連陸上
競技大会１年女子１００
ｍ（両沼大会１位、全会
津 大 会 ５ 位、 県 大 会 出
場）︺
▲第 1 部 清水さんと山倉さん
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◎特別賞
●昭和村長賞︙佐藤平喜（下中津川）猪岐ア
キホ（中向）●ＪＡ会津よつば昭和支店長賞
︙羽染兵吉（両原）●昭和村商工会長賞︙栗
城福王（下中津川）●金山地区農業改良普及
協力会長賞︙齋藤克之（喰丸）●︵株︶奥会
津昭和村振興公社賞︙齋藤京子（喰丸）●昭
和村社会福祉協議会長賞︙栗城ミチ（小中津
川）●日本赤十字社福島県支部長賞︙渡邊ト
キヱ（小野川）●福島県老人クラブ連合会長
賞︙束原キミヨ（小中津川）●福島民報社賞
︙本名ヨネ子（下中津川）●福島民友新聞社
賞︙菅家ミヨ子（小野川）
◎一般賞
●金賞︙渡部光子（小野川）
・本名文夫（下中
津川）
・本名ヤスイ（小中津川）
・栗城フサ子（松
山）●銀賞︙佐々木良作（松山）
・菊地智子（中
向）
・五十嵐啓喜（両原）
・酒井多賀子（下中津
川）
・本名ミヱ子（佐倉）
・羽染モモ子（喰丸）
・
羽染忠一（両原）●銅賞︙齋藤チヨ子（小野川）
・
酒井ミヨ子（佐倉）
・栗城サキヱ（下中津川）
・
小林一子
（中向）
・猪股シツ
（中向）
・栗城孝
（中向）
・
齋藤文子（喰丸）●アイディア賞︙五十嵐タイ
（小中津川）
・酒井髙美（下中津川）
・栗城美佐
子（小中津川）●努力賞（ 歳以上）︙渡部光
子（小野川）
・菅家ミヨ子（小野川）
・羽染兵吉
（両原）
・栗城ミチ（小中津川）
・本名貞子（小中
津川）
・本名文夫（下中津川）
・佐藤平喜（下中
津川）
・栗城福王（下中津川）
・栗城キチ子（下
中津川）
・酒井キミイ（下中津川）
・酒井高美（下
中津川）
・猪股シツ（中向）
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老人作品展示会
月 日・ 日の 日間、
道の駅﹁からむし織の里しょ
うわ﹂織姫交流館において、
昭和村老人クラブ連合会主
催・公民館共催の﹁昭和村
老人作品展示会﹂が開催さ
れました。村内 歳以上の
方 名から、からむし製品
やマタタビ細工などの多彩
な手工芸品２３９点の出展
がありました。
３日には表彰式が実施さ
れ、昭和村長賞には、佐藤
平喜さん（下中津川）のざ
ると、
猪岐アキホさん（中向）
のマルチカバーが選ばれま
した。受賞者は下記のとお
りです。
また、出展品の販売も行
われ、丹精込めて作られた
作品を購入しようと多くの
人が来場しました。人気の
作品はくじ引き抽選を行い、
会場は大盛り上がりでした。
3
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からむし織題材の曲
披露
３月 日に、からむし
織を題材とした曲﹁から
むし織は・・愛の路﹂の
完成を、喜多方市在住の
藤ようこさん、喜多方歌
謡クラブ会長の加藤彰さ
んが村長へ報告しました。
曲を歌う藤さんは、村
内のイベント出演をきっ
かけに村を何度も訪れて
いるそうです。村長にＣ
Ｄを手渡し、からむし織・
はたの音など村にまつわ
る言葉が織り込まれた楽
曲の音源を披露しました。
15

▲昭和村長賞に選ばれた佐藤平喜さんの
「ざる」
と猪岐アキホさんの
「マ
ルチカバー」

85

【連載】 新史料紹介
～第

回～

昭和村文化財保護審議会委員長

菅家 博昭 （大岐）
除き、夏秋のかすみ草は
不足している。またユー
カリも中心産地の静岡県
が減産（高齢化）で要請
が強い品目である。
三月に静岡県浜松市の
ユーカリ生産者を訪問調
査したが、八十八歳のご
主人・八十七歳の奥様、
五十代の嫁、二十九歳の
孫の一家四人でユーカリ
の台刈作業をされてい
た。経営規模は一ヘクタ
ールのユーカリであっ
た。他の生産者には後継
者がいない。世界の七割
は小規模家族農業であ
り、小規模多品目の経営
は見直されている。
からむしの染色用に
二〇一七年から栽培して
いるタデアイ（泥藍）に
ついて、二〇一八年九月
十月に六〇ｃｍの切り花
出荷し好評で、今年も
三〇数品目の草花栽培と
ともに継続をする。かす
み草の栽培は現状維持す
るがユーカリと草花を秋
冷の花として秋に出荷す
る。

この冬も忙しく花の産
地を訪問し今後の経営の
参考になるような調査を
続けた。こうしたなか
で、二月末に、新潟県十
日町市博物館から依頼が
あり、六月十五日に講演
をすることとなった。六
月の土曜の午後一時三十
分から九十分、三回の講
座が開催されだれでも聴
講できる。
六月十五日 菅家博昭
﹁からむしについて﹂
（会津・新潟・山形・沖
縄・台湾）。
六月二十二日 松永篤
知氏（金沢大学資料館助
教）﹁縄文時代の編布に
ついて﹂。
六月二十九日 福原圭
一氏（上越市公文書セン
ター上席学芸員）﹁上杉
氏と越後布・青苧につい
て﹂
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野尻組の 「麻」「からむし」
場の排水措置等を工夫す
ると、十年の栽培が可能
であり、中里地区は三名
の方が三十六年前の圃場
を維持されていた。
さて、沖縄では、喜如
嘉の芭蕉布の調査も行っ
たが、三月に那覇市で平
良敏子さんが白寿記念展
示会（九十九歳の現役、
糸績みをされている）を
開催される。訪問した日
は不在であったが、まだ
まだ元気で継続されてい
る。
ユーカリは原発被災地
でも昨年から栽培がはじ
まっている。またリンド
ウやかすみ草の作付もは
じまっている。特に今年
のかすみ草は十万株ほど
が作付される予定であ
る。
昭和・柳津・三島の三
町村で三十万株の新苗導
入なので、この夏秋は大
規模新規産地が誕生する
ことになる。かすみ草は
冬春は量が増えすぎ安い
価格がずっと続いてい
る。一方で、七月出荷を

事業種類…ごみ焼却施設の設置事業

事業名称…新ごみ焼却施設整備事業

環境影響評価書の縦覧について

新ごみ焼却施設整備事業に係る

ユーカリの冬と十日町
博物館講座
２月にユーカリ栽培の
調査で、沖縄本島北部の
名護市許田の生産者を訪
問した。二〇一八年から
栽培を開始している。私
も二〇一七年から試作し
ていて、今年は十数品種
を栽培する。オーストラ
リア等の樹木で、積雪地
帯では越冬できない。私
のユーカリも越冬できな
かった。そのため二月に
播種し五月定植、秋に出
荷し終える一年草として
栽培している。 一方で
一九八三年頃から喜多方
市関柴町中里地区では七
名で水田転作でユーカリ
（銀世界）を導入した会
津最古の産地で、ここも
三月に訪問した。北会津
では一度導入し栽培が
無くなり二〇一三年か
ら栽培がはじまり今年
二十五名に増え販売金額
も一千万円を超えた。会
津盆地は品種を選び、圃

▲ユーカリ・ポリアンセモス
（大岐で栽培）

64

影響を受ける範囲…会津若松市

縦覧期間…4 月 25 日 ( 木 ) 午後 5 時 15 分まで（土、日曜日及び祝日を除く）

縦覧場所…会津若松地方広域市町村圏整備組合環境センター、県庁、会津若松市役所

【問合せ】 会津若松地方広域市町村圏整備組合環境センター 施設整備室 ☎ 0242-27-9004

平成

年度行政連絡員（区長）
が決まりました

氏
元夫

名

各区長の方には、村民の皆様との連絡をスムーズに行
うため、お骨折りを頂きます。
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会計管理者（兼）出納室長
保育所 主任保育士
診療所 主任看護師
総務課 総務企画係主事

菅家 一枝
昭 和 村 役 場 人 事 異 動
新：保健福祉課 保健係長
前：保健福祉課 福祉係主査
次のとおり、４月１日付けで職員の人事異
動がありましたのでお知らせいたします。
（新 鵜川 洸一
新：総務課 総務企画係主事
＝新任、前＝前任）
前：産業建設課 建設係主事
本名 久喜
小林 勇介
新：会計管理者（兼）出納室長
新：総務課 総務企画係主事
前：総務課長（兼）安全運転管理者（兼）選挙 前：産業建設課 観光交流係主事
管理委員会書記長
大堀 圭伍
栗城 進也
新：産業建設課 建設係主事
新：総務課長（兼）安全運転管理者（兼）選挙 前：選挙管理委員会書記（兼）総務課 総務
管理委員会書記長
企画係主事
前：産業建設課長 兼 地域営農活性化プロ
渡部 暢子
(
)
ジェクトチームリーダー（兼）農業委員会事
新：保健福祉課 保健係主事
務局長（兼）昭和村土地改良区出向
前：総務課 住民係主事
五十嵐正富
本名 千代
新：選挙管理委員会書記（兼）総務課 総務
新：議会事務局長（兼）監査事務書記長
企画係主事
前：保健福祉課長（兼）保育所長（兼）国保
前：総務課 総務企画係主事
診療所事務長（兼）社会福祉協議会出向
髙橋 侑也
束原 健二
新：産業建設課 観光交流係主事
新：産業建設課長 兼
( 地
) 域営農活性化プロ
前：産業建設課 観光交流係主事（兼）奥会
ジェクトチームリーダー（兼）農業委員会事
津五町村活性化協議会勤務（兼）只見川電源
務局長（兼）昭和村土地改良区出向
前：教育委員会教育次長（兼）公民館長（兼） 流域振興協議会勤務
菅家 良太
学校給食センター所長
新：産業建設課 観光交流係主事（兼）奥会
星 博之
津五町村活性化協議会勤務（兼）只見川電源
新：教育委員会教育次長（兼）公民館長（兼）
流域振興協議会勤務
学校給食センター所長
前：産業建設課 産業係主事
前：総務課からむし振興室長
【新採用】
齋藤 理史
栗城 勝幸 総務課 住民係主事
新：総務課からむし振興室長
小西 圭佑 産業建設課 産業係主事
前：議会事務局長（兼）監査事務書記長
薄 智愉希 保育所 保育士
永戸 敦
新：保健福祉課長（兼）保育所長（兼）国保
診療所事務長（兼）社会福祉協議会出向
前：保健福祉課保健係長（兼）主任介護福祉士

【退職】
五十嵐賢仁
小泉 時子
齋藤 文子
後藤 将成
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