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まちの話題 Town Topics

今井　勝巳（67 歳）
①扇町二丁目 1番 5号
②会社役員　③無所属　④ 6回
⑤安心・安全・活力のあるまちづくり

渡邉　孝一（66 歳）
①田野原 149 番地
②農林業　③無所属　④ 5回
⑤希望に満ちた元気な矢板の街づくり

　4月 10 日（日）、市長選挙、市議会議員補欠選挙、県
議会議員補欠選挙が行われました。当日の有権者数、投
票者総数、投票率は下のとおりです。

　今回、市民の皆さんの関心のある 3選挙が同時に執
行されたこともあり、市長選挙の投票率では前回を 1.98
ポイント上回るなど、それぞれの値が前回の選挙より高
いものとなりました。

　11 日（月）市役所で、矢板市長選挙で当選した齋藤
淳一郎市長と、矢板市議会議員補欠選挙で当選した渡邉
孝一議員、今井勝巳議員に当選証書が付与されました。
　また、12 日（火）県庁で、県議会議員補欠選挙で当
選した守田浩樹県議に当選証書が付与されました。
　市長の任期は、平成 32 年 4月 16 日まで、市議会議員、
県議会議員の任期は、ともに平成 31 年 4 月 29 日まで
となります。

市⻑・市議会議員・県議会議員が決まりました

男 女 合計

市
長
選

当日有権者数 13,579 人 13,974 人 27,553 人
投票者総数 8,728 人 9,435 人 18,163 人
投票率 64.28 ％ 67.52 ％ 65.92 ％

市
議
補
欠

当日有権者数 13,579 人 13,974 人 27,553 人
投票者総数 8,705 人 9,416 人 18,121 人
投票率 64.11 ％ 67.38 ％ 65.77 ％

県
議
補
欠

当日有権者数 13,584 人 13,977 人 27,561 人
投票者総数 8,726 人 9,425 人 18,151 人
投票率 64.24 ％ 67.43 ％ 65.86 ％

　4月 11 日（月）市役所で市民力顕彰式が開催され、「市
民力かわら版編集委員会」のみなさんが受賞しました。
市民力顕彰とは、矢板市の誇りとなる功績をあげ、市民
に明るい夢と希望を与えてくれた個人や団体に対して贈
られるものです。「市民力かわら版編集委員会」は、平
成 19 年 9月 15 日に「市民力かわら版」を創刊して以降、
市民の視点から「市民力」を発揮している活動を紹介し
ており、昨年 12 月 1日には第 50 号を発行しました。
　遠藤市長からは、「市民の目線でなければ書けないも
のがある。『市民力』という言葉を浸透させていただき、
ありがたい」とのお話がありました。
※皆さんの周りにも、市民力を発揮し各方面で活躍して
　いる方がいましたら、ご連絡ください。
　問い合わせ／秘書広報課　☎（４３）３７６４

市⺠⼒顕彰おめでとうございます

市内のサクラが満開に

①住所　②職業　③所属　④当選回数　⑤矢板市をどのようなまちにしたいか
※掲載は、期別（当選回数）の 50 音順　※年齢は、平成 28 年 4月 10 日現在

　今年も矢板武記念館で樹齢約 180 年のシダレザクラ
が満開を迎え、4月 2 日（土）～ 10 日（日）には、夜
のシダレザクラも楽しめるようライトアップが行われま
した。訪れた方は、昼と夜、違った表情を魅せるシダレ
ザクラの優麗な姿を楽しみました。
　また、サクラの開花に合わせ、3月 26 日（土）から
は観桜会も開催され、生け花の展示、4月 2日（土）に
お琴の演奏、3日（日）にお茶会も行われ、来館者をも
てなしました。

ライトアップ期間中（4月 2日～ 10 日）の
来館者数　2,293 人

　御前原城址公園は、塩谷朝業も住んでいたとされる御
前原城があった公園で、4月 10 日（日）には、はしか
地蔵尊の御開帳に合わせ、縁日が開催されました。はし
か地蔵とは、薬がなく、はしかが不治の病だった時代に、
「この地蔵の顔を削った粉を飲ませると、はしかが軽く
済む」という信仰があったことから、名前が付いたとさ
れています。
　この日は、園内にある約 180 本のサクラが満開に咲
き誇る中、やきそば、おでんなどの模擬店や、野

の だ て

点、太
鼓、よさこいソーラン節などの演目が行われ、氏子の方
や中地区の育成会の方など、多くの方が春のイベントを
楽しんでいました。

　市民力かわら版の創刊号～
第 52号までは、市ホームペー
ジで公開しています。ぜひ、ご
覧ください。
トップページ＞分類でさがす＞
市政情報＞広報＞おすすめ冊子
＞市民力かわら版

守田　浩樹（62 歳）

●新市議会議員 ●新県議会議員

　4月 4日（月）から、サクラとツツジの時期に合わせ、
ライトアップが始まりました。これは、ヤマツツジが咲
き終わる 5月中旬頃まで行われる予定です。
　また、長峰公園は、矢板市公式 LINE「やいこみゅ」
で行われたアンケートで、おすすめのお花見スポット
No.1 に輝いた場所でもあります。多くの市民のみなさ
んから親しまれ、休日には多くの家族連れなどでにぎわ
いました。

　3月末～ 4月中旬にかけて、市内各所のサクラが満開
となり、多くの方の目を楽しませました。

　サクラの開花に合わせ行われたイベントや、お花見を
楽しむ様子をお届けします。

　矢板市公式 LINE「やいこ
みゅ」の登録がまだお済みで
ない方は、右のQR コードから
ぜひご登録ください！

✿御前原城址公園 ～地元に愛される見渡す限りのサクラ～

✿長峰公園 ～やいこみゅアンケート・お花見スポットNo.1 ～

✿矢板武記念館 ～樹齢 180 年の優麗なシダレザクラ～
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⽚岡駅⻄⼝通りオープン

　第二農場地区の兵庫畑で、今年も棚田オーナー制度が
開講しました。棚田オーナー制度とは、田植えや稲刈り
などを中心とした昔ながらの農業体験をすることで、地
元の方々との交流や農作業の楽しさを楽しむものです。
　この日はあいにくの天候だったため、予定していた作業
に代わり、棚田の脇を流れる天沼川の源流散策を行いました。
普段はなかなか見られない自然の光景に、子どもたちから
は歓声があがっていました。散策後は、地元農家のお母さ
んたちの作った昼食を味わいながら、交流を楽しみました。

　矢板文化会館小ホールで、「やいた de マルシェ」が
開催されました。このイベントは、市内のオリジナル絵
本専門店の鈴木さんが主催となり、「みんなで楽しんで、
笑顔になれる機会をつくり、矢板を盛り上げよう」と行
われているもので、今回が 3回目の開催となります。
　当日は、飲食、ワークショップ、癒しなどをテーマに、
計 42ブースが設けられ、特に人気であったワークショッ
プでは、親子連れや幅広い年齢層の方が小物づくりなど
の体験を楽しんでいました。

やいた de マルシェ

兵庫畑・棚⽥の源流へ3/19
（⼟）

3/19
（⼟）

3/30
（⽔）

　片岡駅西口通りの完成に伴い、開通式が開催されまし
た。式典では、片岡中学校の生徒たちとの記念植樹が行
われたほか、テープカット、くす玉割り、通り初めが行
われました。
　遠藤市長からは、「片岡駅周辺の整備が完了することで、
駅周辺の渋滞緩和と東西連絡による利便性の向上が図ら
れることになるため、今後のさらなる発展を期待したい」
とのお話があり、今後は、年度末までに駅西口トイレを
整備し、片岡駅周辺の整備事業が完了する予定です。

　文化会館小ホールで、中学生海外派遣事業帰国報告会
が開催されました。これは、1月 8日（金）～ 15 日（金）
の 7泊 8 日の日程で実施した「中学生海外派遣事業」
に参加した生徒たち自ら、体験し、学んだことなどを報
告するものです。
　生徒たちは、ホームステイ先や学校訪問などで体験し
た日本とアメリカの違いについて、写真を交えながら発
表し、「日本、アメリカ双方のよいところを知ることが
でき、とてもよい経験になった」と振り返りました。

海外派遣報告会3/26
（⼟）

　文化会館小ホールで、市消防団の辞令交付式が開催さ
れました。幹部団員の辞令交付に続き、今年は新たに
21 人に入団辞令を交付しました。式典後、矢板消防署
長から、消防団の現状や活動時の安全管理などの心得に
ついて話があり、団員たちは真剣に耳を傾けていました。
　その後は、外に場所を移し、消防署員指導の下、敬礼
や行進など礼式を学び、続けて新入団員たちが内川沿い
で実際の機材を使った初めての放水訓練を実践。消防団
の活動の重みを身を持って体験しました。

　市役所で、「文部科学大臣杯 第 57 回全国選抜少年剣
道錬成大会」の準優勝報告会が行われました。これは、
市内の剣道道場である五葉館の選手たち、男子 3人、女
子 2人の男女混成チームが、茨城県水戸市で行われた
全国大会において、406 チームが出場する中、見事、準
優勝の成績を収めたものです。
　選手からは「優勝できなかったことは悔しいが、全国
大会で準優勝という結果が出せてうれしい。これからも
がんばりたい」との言葉がありました。

男⼥混成で剣道準優勝

地域を守るために4/2
（⼟）

4/5
（⽕）

　片岡駅西口広場で、西口オープン記念イベントが開催
されました。このイベントは、片岡商工振興会青年部を
中心に「片岡駅西通りなどの完成をきっかけに地元のに
ぎわいをつくりだしたい」との思いから、実施されたも
のです。模擬店で焼きそばや豚汁などが販売されたほか、
ステージでは地元バントのライブやマジックショーが行
われるなど、会場を大いに盛り上げていました。
　当日集まった募金 32,517 円は、日本赤十字社を通じ、
東日本大震災の被災地に寄付されました。

⽚岡駅⻄⼝ににぎわいを4/2
（⼟）

　木幡神社で、春季例大祭が開催されました。このお祭
りは、市の無形民俗文化財である「太々神楽」を奉納す
るもので、氏子らでつくる保存会のメンバーによって、
五穀豊穣、家内安全を願い、面と衣装が異なる 13 の舞
いが納められました。
　奉納の合間には、くじの入った縁起物の餅まきも行わ
れ、多くの方でにぎわいました。

⽊幡神社・春の例⼤祭4/10
（⽇）


