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まちの話題 Town Topics

 新・市議会議員紹介
　4月26日（日）に行われた矢板市議会議員選挙で、新た
に16人の方が当選しました。
　私たち市民の代表として、大切な役割を担う議員の皆
さんを紹介します。
　任期は、平成27年4月30日から平成31年4月29日まで
となります。

 平成27年度の区長紹介
　小ホールにおいて、平成27年度の区長会議と区長会
総会が行われました。区長会議では、新区長に委嘱状
が手渡されたほか、永年勤続区長に感謝状が贈られま
した。
　総会では、区長会の役員改選が行われ、会長の齋藤
勝位氏（木幡西）が再任、3人の副会長のうち小口晋
氏（沢）が再任され、新副会長に大澤英一氏（山苗
代）渡邉栄之氏（下伊佐野）が就任しました。

櫻井 惠二（58 歳）　
①末広町 15 番地 15 檜山ハウス B-203 　
②会社経営　③無所属　④ 1 回
⑤若者が、矢板に住みたいと思わ
　れるまちにしたい。

髙瀬 由子（52 歳）　
①木幡 2054 番地1　②学習塾経営
③無所属　　　　 ④ 1 回　
⑤老いも若きも共に集い助け合う夢
　と愛と笑顔にあふれた “ 絆 ” の街

中里 理香（44 歳）　
①中2014 番地12　②学習塾経営
③無所属　　　④ 1 回　
⑤矢板市民が夢を抱き、チャレン
　ジできる街。

藤田 欽哉（39 歳）　
①扇町二丁目1番 24 号　②自営業
③無所属　　　　　　④ 1 回　
⑤住んでいて、遊びに来て楽しい
　と思える街。

小林 勇治（60 歳）　
①安沢 1345 番地　 ②牧師
③自由民主党　　  ④ 2 回　
⑤経済と日本人精神の両面でしな
　やかに強い矢板市

佐貫 薫（40 歳）　
①乙畑 1736 番地 1　②元・会社員
③無所属　　　      ④ 2 回　
⑤地域経済の活性から、子育て・
　教育・福祉の充実した街へ。

関 由紀夫（57 歳）　
①木幡 673 番地 1　②サービス業
③無所属          　　④ 2 回　
⑤医療・福祉の充実

伊藤 幹夫（55 歳）　
①中 2002 番地 5　②電器店経営
③無所属　　　　④ 2 回　
⑤経済・財政力の強い、絆がしっ
　かりした将来に持続したまち。

石井 侑男（68 歳）　
①扇町一丁目 8 番 31 号　②衣料品小売業
③無所属　　　  　　④ 4 回　
⑤住み良い、活気のあるまち

中村 久信（61 歳）　
①泉 580 番地　②会社員
③無所属　　　④ 4 回　
⑤みんなが希望にあふれ生き生き
　して夢と笑顔のあるまち

中村 有子（64 歳）　
①本町 9 番 23 号　②販売業
③公明党　　 　　④ 4 回　
⑤住み慣れた地域で、自分らしく
　生きられる思いやりある街づくり

和田 安司（54 歳）　
①扇町一丁目13 番 4 号　②ホテル業
③無所属　　　　　　 ④ 3 回　
⑤行政、議会、市民の皆様が一体
　となり新しいまちを創り出す

守田 浩樹（61 歳）　
①木幡 1352 番地 20　②保育園長
③無所属　　　　　  ④ 5 回　
⑤子育ての活発な矢板市を目指す
　まちづくり

大島 文男（67 歳）　
①境林 311 番地　②農業
③無所属　　　    ④ 6 回　
⑤活気ある街づくり。心と心がふ
　れあう地域社会の形成。

大貫 雄二（62 歳）　
①中 601 番地 30　②会社役員
③無所属　　　　④ 6 回　
⑤水・空気のきれいな環境先進市
　「矢板」の街づくり

宮本 妙子（59 歳）　
①長井 1245 番地１　②主婦
③無所属　　　          ④ 4 回　
⑤・安心と愛情のある住みよいまち
　・互いを思いやれるまち

男 女 合計
当日有権者数 ( 人 ) 13,692 14,023 27,715
投票者総数 ( 人 ) 8,198 8,917 17,115
投票率 (％ ) 59.87 63.59 61.75
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 4/30 現在

矢
板
地
区

行政区名 氏　名
矢板一区 松本　育夫
矢板二区 荒井　茂
矢板三区 手塚　典夫
矢板四区 川島　基義
矢板五区 秋葉　充
矢板六区 秋山　善昭
末広町 猪瀬　岩夫
富田 佐藤　勤
木幡東 野中　秀明
木幡西 齋藤　勝位
川崎反町 池田　清一
境林 大島　哲雄
館ノ川 髙松　文夫
高塩 黒﨑　忠雄
倉掛 石塚　功
合会 齋藤　幹男
片俣 小野﨑　栄
塩田 荒井　良明
幸岡 鈴木　久
下太田 君嶋　治
荒井 兼﨑　順一
針生 菅野　進一
土屋 八木澤　寛夫
中 髙橋　正志
東町 髙久　修
早川町 鶴田　七郎
沢 小口　晋
豊田 関谷　正彦
成田 喜佐見　六男

泉
地
区

行政区名 氏　名
泉 津久井　德
上太田 山﨑　忠義
東泉 須田　道夫
長井 阿久津　德仁
寺山 松平　宣秀
高原 羽田　榮
立足 橋本　元昭
平野 笹沼　豊幸
下伊佐野 渡邉　栄之
上伊佐野 矢板　進
第一農場 津久井　信一
第二農場 原　守明
田野原 渡邉　裕市
山田 手塚　一己

感
謝
状
受
賞
者

行政区名 氏　名
勤続年数４年

木幡東 野中　秀明
早川町 鶴田　七郎
泉 津久井　德
梶ヶ沢 山田　剛三
片岡一区 髙瀬　崇夫

勤続年数８年
片岡南 宮澤　昭夫
コリーナ矢板 鈴木　れい子

【平成 27 年度　区長名簿】

【区長会長挨拶】
　国では、今「地方創生」が
叫ばれており、本年度の区長
会は矢板市創生のために一致
団結してまいりたいと考えて
います。また、安心安全な地
域づくりのために自主防災組
織の拡充を図るとともに、超
高齢社会を迎え高齢者の居場
所を各行政区に設置出来るよ
うに努めてまいります。

片
岡
地
区

行政区名 氏　名
通岡 漆原　信秋
前岡 柳田　秀男
後岡 金子　憲雄
梶ヶ沢 山田　剛三
上安沢 岡﨑　俊輝
中安沢 君島　幸一
本田坪 阿美　久夫
下、山根 吉澤　信司
東安沢 渡辺　賢司
越畑 植木　広美
東乙畑 岡　史郎
西乙畑 櫻井　清一
つつじが丘 加藤　正彦

片
岡
地
区

行政区名 氏　名
白栗 簗瀬　辰雄
上大槻 桑野　厚
下大槻 齋藤　知夫
石関 関谷　孝一
玉田 齋藤　純一
山苗代 大澤　英一
片岡一区 髙瀬　崇夫
片岡南 宮澤　昭夫
片岡二区 江部　和榮
片岡三区 大野　富雄
片岡四区 中西　東二
ｺﾘｰﾅ矢板 鈴木　れい子

【感謝状受賞者】

平成 27 年度区長会会長　
齋藤 勝位

 春の叙勲者紹介
　　　 瑞宝双光章【地方自治】

　相
そ う ま

馬　靖
やすし

さん（大槻）
　
　1960 年に矢板市役所に入り、
市民部長などを経て 96 年から
収入役を務められました。

瑞宝単光章【社会福祉】

　和
わ ち

地　久
ひ さ こ

子さん（平野）
　
　1986 年から 2014 年まで約
30 年間、矢板市の特別養護老
人ホームで介護職員として従事
されました。
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シルバーによる清掃
　シルバー人材センターによる奉仕活動が長峰公園で
行われ、ツツジの時期を前に多くの観光客が訪れる長
峰公園をおもてなしの心で清掃しました。（写真下）
　また５/7(木)にはシルバー大学北校卒業生の皆さん
により、市役所周辺の奉仕活動がいつも授業などで使
用している市役所周辺への恩返しの意味を込めて行わ
れました。（写真上）
　皆さん、おそろいのジャンバーに身を包み和気あい
あいと作業をしていました。

棚田オーナー田植え
　第二農場地区の兵庫畑の棚田でオーナー制度参加者
による田植えが行われました。この日はあいにく小雨
が降る天候でしたが、県内外から約80人の参加者が集
まり田植えに汗を流しました。中には生まれて初めて
手植えによる田植えを行い、足を取られて泥まみれに
なった方もいました。
　その後は、受け入れ農家さんが用意してくれた昼食
を食べながら交流を深めていました。

矢板駅で田植え！？
　JR矢板駅で、矢板東小学校の皆さんによる田植えが
行われました。この取り組みは、矢板駅管内のＰＲやお
もてなし事業の一環として、米どころ矢板をＰＲしよう
と東小学校の校外学習に協力を求め、行われたものです。
　参加した約80人の児童の皆さんは、交代でバケツに
矢板のコシヒカリを植えていました。そのほかには、駅
員さんからの交通安全教室なども行われました。皆さん
楽しそうに校外学習に取り組んでいました。

長峰公園の入口整備
　矢板花の会の皆さんにより、長峰公園入口の植栽
が行われました。昨年度、南側の出入口が整備され
た時に作られた花壇に、23人の花の会会員の皆さん
が、サルビア、マリーゴールドなどの花を３カ所に分
け、1800本植えました。
　小口会長は「公園の玄関口をきれいにすることがで
きました。ますます市民の皆さんの憩いの場となって
ほしいですね」とうれしそうに話してくれました。

軽トラ市・春
　本通り（国道461号）で「第6回がんばっぺやいた
軽トラ市・春」が開催され、市内外から約2万人の方
が訪れました。約70台の店舗が並んだこのイベントは、
軽トラ市として県内最大級となります。
　当日は、県内商工会職員の皆さんによる「下野練り
会」の練り歩きや初孫・初子祝いが行われたほか、ス
タンプラリーによる抽選会が行われました。また、既
存の商店街の皆さんもテーブルを出し商品を販売する
など、国道沿線全体が盛り上がった一日となりました。

駅からハイキング
　JRと市共催による駅からハイキングが開催されました。
今年は「癒しの里山風景とまちなみを巡るハイキング」
をテーマに、駅舎がリニューアルした片岡駅を発着地と
して初めて開催され、約350人の参加がありました。　　
　各ポイントでは観光ボランティアガイドの皆さんによ
る説明が行われ、参加者はツツジが満開の里山風景や田
植えが行われている田園風景など、春の矢板市を楽しま
れているようでした。

自衛官募集相談員を委嘱
　市役所にて、自衛官募集相談員委嘱状交付式が行わ
れ、村松功一さん、萩島裕司さん、太田誠二さんに委
嘱状が手渡されました。募集相談員とは、自衛隊地域
協力本部と市が連名で委嘱するもので、入隊希望者の
紹介や相談業務、広報活動などを行っています。
　委嘱にあたり榊原順一自衛隊栃木地方協力副本部長
からは「少子化により隊員の確保が厳しい状況の中で
皆さんの力がとても重要」との話がありました。

4/30
（木）

5/10
（日）

4/29
（祝）

4/25
（土）

5/10
（日）

5/9
（土）

5/14
（木）

萩島裕司さん 太田誠二さん 村松功一さん

よい歯のコンクール
　今年度のよい歯のコンクール（市町村審査）が行われ
ました。受賞者の皆さん、おめでとうございます。
【受賞者一覧】
三歳児の部
　最優秀賞：冨川豊くん
　優秀賞：阿部来海ちゃん　加藤安乃ちゃん　見山すみれちゃん　
　　　　　田城陽生くん　中村悠真くん　関谷采花ちゃん　角張蒼空くん

親子の部
　最優秀賞：今泉湊くん

5/12
（火）


