
CATV の話題募集中！取材します！ あなたもリポートを体験しませんか？子供からお年寄りまで！地域リポーターを募集中。お電話下さい！

4 月 26 日、南会津町議会議員一般選挙が行われました。今回は 4人が引退し、現職

14 人、新人 5人、元職 2人、合わせて 21 人が立候補。

開票の結果現職 12人、新人 5 人、元職１人の 18人が当選しました。

各候補者は選挙カーより支援、支持をお願いしていました。街頭では立候補の決意

や政策について訴えましたが、前回の選挙と比べると街頭での演説は少なく感じま

した。また、今回は二人の候補者が選挙カーでの街宣を行いませんでした。候補者

の皆さんは、告示から５日間大変な選挙戦だったと思います。しかし、多くの候補

者は「街頭でまちの皆さんが外に出てくれることで元気が出た」と話していました。

開票作業は午後 8 時から始まりました。中間発表までの時間は長く、各陣営は心配

の１時間でした。一番初めに票が何束も積みあがったのは、丸山候補でした。

その後は、上位当選を果たした候補の票もなかなか積上がらず、陣営は気をもみま

した。開票作業が始まり中間発表が行われたのは 9 時を少し回った時刻でした。

目で見た票と発表とはだいぶ違いがありました。

最終発表は、午後 10 時過ぎに行われました。

南会津町議選当選者 小数点以下切捨

８６７ 丸山 陽子 ６０ 公新

７９５ 渡部 訓正 ６１ 無新

７７６ 室井 英雄 ５８ 無新

７５５ 山内 政 ６２ 無現

６５７ 阿久津梅夫 ６８ 無現

６４６ 湯田 哲 ５８ 無現

６３１ 五十嵐 司 ７２ 無現

６０５ 菅家 幸弘 ６３ 無現

６０１ 星 光久 ７１ 無現

５６６ 室井 嘉吉 ６６ 無現

５１４ 星 登志一 ６５ 無現

５０１ 楠 正次 ６０ 無現

４９８ 貝田 美郎 ５６ 無新

４８３ 大桃 英樹 ４０ 無現

４６１ 森 秀一 ６４ 無新

４２９ 高野 精一 ６５ 無現

３８８ 湯田 良一 ６５ 無現

３６２ 湯田賢太朗 ７２ 無元

・5 月 2 日（土）

桜と歴史めぐりウォーク

問合せ 62‐3000）

・5 月 10 日（日）午前 9時～

岡村孝子（あみん）コンサート

チケット販売開始

・5 月 17 日（日）

駒止湿原開き

地元観光関係者と自治体が、ＪＲ

グループをはじめ全国の旅行会

社などと連携しておこなう国内

最大級の観光キャンペーン。4 月

24 日、会津田島駅には東京から

60 人の団体が。南会津郡内の首

長やゆるキャラがお出迎え。今後

も来町される皆さんが増える事

を願います。

デジタルＣＨ

１ＮＨＫ総合

２ＮＨＫ教育

４福島中央

５福島放送

６テレビユー福島

８福島テレビ

11 コミュニティチャンネル

水曜日午後 7 時より放送

アナログＣＨ

２チャンネルネコ

４スーパーチャンネル

６ガオラ

１０コミュニティチャンネル

10 朝日ニュースター

12 ムービープラス

15 NHK-BS1

16 NHK-BS プレミアム

4 月 29 日、南会津町消防団春季検閲式が行われました。国道 121 号線に町内

消防団員、消防車が集合。1000 人近い団員が参加しました。

消防車からの閲団のあと、通常点検、機械器具の点検がお行われました。

服装や規律、ポンプの始動状況など、防火活動への準備が万全か点検します。

点検の後、団員らは分列行進。検閲が行われると取材でも活気を感じます！

南会津町、南郷地域、中小屋地区では、福寿草を「こ

がね」と呼んでいます。中小屋地区では、この黄金色

の福寿草が２ha 近く群生。

福寿草を多くの人にみてもらいたいと、まつりを開催。

地域の宝ともいえる花の群生。会津大学生との協力を

試みました。地域での聞き取りから始まり、料理、農

作業体験、学祭で「南郷のお店」の出店、ＨＰの作成

と、交流と共に出来る応援をしてきました。区長の大

桃敏夫さんは「大学生が訪れるようになると、11 軒、

23 人の地区民の話し合いも増え、自分たちの動きも活

性化してきた」と話します。

花は毎年咲きますが、皆大好きです！

★コミュニティチャンネ

ルはデジタル 11ch で

ごご覧ください。将来、

アナログ放送は廃止とな

り、デジタルのみの放送

となります。設定のわから

ない方はご連絡下さい。

2015 年

4月 30 日号

南会津町では小学校に 134 人、中学校には 148 人が入学しま

した。このうち、田島小学校には 54 人が入学しました。川島敬章校長が入学

を許可し、元気よく挨拶や返事をしましょう、先生やお友達の話をしっかり

聞きましょう、毎日元気に登校しましょうと、3 つの話をしました。

田島中学校には 73 人が入学しました。星裕次郎校長が入学を許可し、目標を

持ち自分の進む道を見つけて下さい、根気強く取り組んで下さい、明るい挨

拶で人を思いやる心を態度で示して下さい、と式辞を述べました

御蔵入交流館前

10 年前に植えた桜が

昨年から開花。今年

は早かった

967-0004 南会津町田島字中町甲 3923－2（株）阿部電機 たじまケーブルテレビジョン 2015 4.30 号

0241－62－1248 FAX62－1280 MAIL abedenki2@woody.ocn.ne.jp HP 「たじまケーブルテレビ」 で検索！

・当日有権者数 14,228 人（4 年前は

15,258 人、1030 人減）

・投票数 11,697 票（期日前投票数

2,944 票含）

・投票率 82.21％（前回 83.67％）80％

以上は県内でも高い数字。

南会津町では初の女性議員が誕生しま

した。党派に関係なく女性の視点での発

言、行動にも注目されるでしょう。

当局では投開票が行われた 26日、開

票速報を放送。デジタル 11ch のみの

放送。

4 月 1 日、新採用職員に辞令交付、

教育長は、星英雄氏に

新しい役職につかれた皆さんよろ

しくお願いします

4 月 17 日 第 7 回住民ワークショップ開催。

設計が完了し、外観、館内木質化、執務・住民

スペースなどの説明があった。今後 CATV にて

放送予定


