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市町村対抗福島県軟式野球大会

第12回 ベスト８を目指し全力で挑みます！

９月８日（土）開会式・９月９日（日）本戦開幕

市町村対抗福島県軟式野球大会

『ふくしまづくり　新たな挑戦で』をスローガンに、第１２回市町村対抗福島県軟式野球大会が福島
市県営あづま球場、福島市信夫ヶ丘球場、本宮市しらさわグリーンパーク野球場、須賀川市牡丹台野球
場の県内４会場で開催されます。県内の軟式野球レベルの向上と、市町村間の交流を図り、福島県をス
ポーツの力で盛り上げることを目的として、県内５９全ての市町村が参加し、熱戦が繰り広げられます。
会津坂下町チームは、荒井康之新監督のもと、勝利に向けて日々練習を積み重ねています。また、今
年度は若い世代の選手達が新しく加入し、それぞれの持ち味を生かした活躍が期待できます。
１つでも多くの勝利を掴み取れるよう、町民の皆様の熱い声援をよろしくお願いします。

過 去 の 成 績
 １ 回 戦  　○６ − ０　桧枝岐村 
 ２ 回 戦  　○６ − １　昭 和 村 
 ３ 回 戦  　●２ − ４　いわき市

 １ 回 戦  　○９ − ０　大 熊 町 
 ２ 回 戦  　●４ − ７　鮫 川 村
 １ 回 戦  　○４ − １　桑 折 町 
 ２ 回 戦  　●１ − ８　本 宮 市

第９回大会

第10回大会

第11回大会

9月15日（土）第２試合　午前10時00分開始予定
本宮市 しらさわグリーンパーク野球場（対戦相手：本宮市）

9月22日（土）第２試合　午前10時00分開始予定
須賀川市 牡丹台野球場（対戦相手：中島村vs大熊町の勝者）

※天候等により変更になる場合があります。大会日程決定

１回戦

２回戦

バスに乗って応援に行こう！
　大会当日は応援バスを運行します。皆さんの応援
が会津坂下町チームの力になります！
■日　　時　９月１５日（土）
　　　　　　午前８時 出発【時間厳守】
■集合場所　坂下南小学校北側　町営駐車場
■定　　員　２５名（先着順）
■締 切 日　９月１２日（水）までに
　　　　　　お申し込みください。
※２回戦以降のバスの運行については事務局までお

問い合わせください。
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市町村対抗福島県軟式野球大会

会津坂下町チーム選手紹介

今年から会津坂下町代表チームの監督に就任いたしました荒井康之です。
第１回大会から選手として参加し、前回大会では江川弘樹前監督のもと、コー
チとして参加させていただきました。代表チームの運営においては、各クラブチー
ムから選手が集まるため、短期間でのチームづくりが必要となり、試合中の攻撃
や守備で単純なミスが出てしまうなど、連携不足により敗戦を喫することがあり、
チームづくりの難しさを感じていました。
今年は、若手が新しく６名加入したことで、選手間でのポジション争いも激化
しており、良い緊張感の中で練習に励んでおります。また、連携不足を解消する
ため、その日に出来なかったプレーを次回の練習時に重点的に練習するほか、ど
うすれば克服できるかを選手間さらには選手と首脳陣で話し合うことに時間を割
いております。まずはベスト８を目標に会津坂下町代表として戦って参りますの
で、応援よろしくお願いいたします。

荒 井 康 之 監督
（古坂下）

柳田　雅彦
（新　舘）

コーチ

佐藤　雅彦
（大　沢）

コーチ

山口　聡子
（新　町）

スコアラー

藤野　　大
（茶屋町）

主　将

馬場　佳佑
（五香出身）

副主将

投　　　　手

佐藤　佳樹
（矢ノ目）

大場　　隼
（会津坂下町役場）

小畑　大地
（杉山出身）

捕　　　　手

志賀　省吾
（古坂下）

遠藤　佑太
（塔　寺）

蓮沼　雄介
（塔　寺）

荒井　　徹
（柳　町）

内　　　　野　　　　手

桑原　和之
（杉）

宮田　武幸
（勝　方）

捕　　　　手

松澤　　慧
（宇内出身）

古川　純平
（宇　内）

大堀　貴久
（中開津出身）

生江　高志
（中村出身）

外　　　　野　　　　手

佐藤　和輝
（新　町）

長嶺　宏夢
（古坂下）

白井　将吾
（茶屋町）

内　　野　　手

桑原　知也
（太田谷地）

山内　俊司
（古坂下）

山口　　智
（塔寺出身）

唐司　誠弘
（五　香）

【問い合わせ　NPO 法人スポーツクラブバンビィ　☎ 83-2301（町民体育館内）】
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「子どもの育ち」の基盤をつくる幼児教育

【問い合わせ　子ども課　子ども支援班　☎８４−３７１２】

「個」に寄り添った保育 ■園長：佐々木 深雪　 ■住所：字石田 1491-8 　■☎ 080-9259-7650
■園児数：19 名　保育士：８名　調理員：２名　■開園：平成27年
■行事：お誕生会・ふれあい参観・親子遠足・その他季節行事ばんびはうす

「個人の性格や発達を大切にした保育を重視しています」（佐々木園長）
一人ひとりの個性や発達の度合いを考えた保育を行うと同時に、０～２才児
全員で一緒にご飯を食べたり、遊びや行事などを行い、互いの成長を促してい
ます。
保・幼連携の充実…坂下南小学校の校庭すぐそばで、坂下南幼稚園やばんげ保
育所とも近い立地のため交流が盛んです。幼稚園への「慣らし」と異年齢交流
を自然と行うことができるのが大きな魅力です。
町中散歩が体力を育む…幼稚園・保育所までの散歩や
町中の探検で体力づくりができ、また町を歩くことで
地域の人と交流も生まれ、子どもたちの社会性も発達
しています。

子どもの心を動かす幼児教育 ■園長：白井 美知代　■住所：字福原前 4129-1　■☎ 23-7577
■園児数：19 名　保育士：６名　栄養士：１名　調理員：１名　■開園：平成25年
■行事： 運動会・遠足・農園活動・発表会・その他季節行事
■ http://zippy-action.asia/cosmos-mominoki/index.html

もみの木保育園
「手作りの教材やおもちゃを遊びの中に提供し、成長に楽しい刺激を与える保
育など「遊びから学ぶ保育」を大切にしています」（白井園長）
日々の保育をマンネリ化することなく目標を持って進め、保育士と子どもた
ちも共に楽しむ保育をしています。
「手作り」で育む…遊びの中に手作り教材を提供することで既製品では味わえ
ない「温もり」と「オリジナリティ」が保育を充実させています。施設内には
テレビは無く、600冊以上の絵本が子どもたちの心を
楽しませています。
五感を揺らす保育…園隣にはばんげひがし公園があり
周りは自然に恵まれ、園の目標の一つである「四季の
風と遊ぶ保育」が１年間楽しく展開し、子どもたちは
五感を揺らし心身ともに成長しています。

「自分でできた！」を喜びにする保育 ■園長：平野 紅　■住所：大字宮古字中西 29　■☎ 82-2665
■園児数：19 名　保育士：９名　調理員：２名　■開園：平成10年
■行事：お泊り会（２才児）・親子あそび・発表会・その他季節行事えくぼ遊育園

「身のまわりのことは自分でできるように発育を促します」（平野園長）
衣服の着脱、自分で脱いだ靴を並べる、食事の配膳、順番を守る、話を聴く
など、毎日の積み重ねを大切にしながら、自信に繋げ、さらに挑戦する心を育
みます。
糧になる経験を…兄弟が少なくなっている現在、友達との関わりの中で、「けん
か」と「仲直り」も保育士が見守る中で経験し、人の痛みや思いやりの心を知り
ます。また、会津バスやタクシーを利用しながら、ルー
ルを学び、地域交流・町内散策も積極的に行い、社会
性も身に付けます。
美しい環境で育つ…豊かな自然に恵まれ、五感を育て
るには最適な環境です。お金で何でも揃ってしまう現
代社会、お金では買えないものを大切にしています。

　待機児童解消のために国より打ち出された制度基準を満たした保育園で、町保育所と同等の費
用で利用することができます。

小規模認可保育園とは　・利用者：０～ 2 才児　・給食：有り　・費用：町保育所と同等

町では近年、教育機関の連携※を推進しています。その土台を担うのが保育所・小規模認可保育園です。
今回はそれぞれに特色を持ち、子どもたちの知識や心、健康を育み教育基盤をかたちづくる３つの小
規模認可保育園についてご紹介します。
※子どもたちが教育機関移行の際に感じるストレス軽減などの取り組み。（詳しくは広報７月号特集「一つの学園構想」をご覧ください。）
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国民健康保険の「保険証」が更新されます
９月末まで（ピンク色）→ 10月1日から（茶色）

【妊産婦の方は「保険証」と「母子健康手帳」を提示してください】
妊娠１２週の属する月から分娩の属する月までの妊産婦も、一部負担金の割合を０割として

います。（※１８歳までと同様に、医療費の１０割分を国保税などから支払っています。）医療
機関を受診する際は、ご自身が妊産婦であることを証明するために、保険証と併せて「母子健
康手帳」を提示してください。

【一部負担金の割合が０割の「１８歳まで」とは？】
１８歳の誕生日以降、最初の３月３１日まで（４月１日に１８歳になる方は除く）のことを

指しています。
（※窓口での一部負担金は０割ですが、医療費の１０割分を国保税などから支払っています。）

【国保の加入や脱退は届け出が必要です】
加入・脱退や、住所・氏名に変更があった場合は、異動があった日から14日以内に届け出を

出してください。
[加入の届け出が遅れると・・・]

保険料は届け出を出した日ではなく、国保の資格を得た日にさかのぼって納めていただきま
す。また届け出の前にかかった医療費は全額自己負担となります。
[脱退の届け出が遅れると・・・]

国保の資格を失った後に国保の保険証を使うと、町が負担した医療費を後で返していただく
ことになります。自動的に脱退になったり、会社側が代わって手続きをしたりすることもあり
ません。

【問い合わせ　生活課　保険年金班（④窓口）☎８４−１５０１】

新しい国保の保険証を、国保に加入されているご家族全員分をまとめて世帯主宛てに郵送（９
月下旬予定）します。現在お使いの保険証（ピンク色）の有効期限は平成３０年９月３０日（日）
までとなっています。９月３０日までは現在お使いの保険証を使用し、新しい保険証（茶色）は
平成３０年１０月１日（月）から使用してください。（退職者医療制度の保険証の色は変わらず
薄緑色です。）

１０月１日以降、有効期限の過ぎた保険証
は、役場窓口にお持ちいただくか、ご自分で
処分していただくようお願いします。

国保の窓口

○新しい保険証の有効期限は平成３１年
（２０１９年）９月３０日までです。（ただ
し、有効期限までに
７５歳となる方など
はこの限りではあり
ません。）
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食を元気にからだ
を豊かに心

で育むばんげまち
食育だより

【問い合わせ　生活課　福祉健康班（③窓口）　☎９３−６１６９】

No. 5

認定農業者会より
～9月出荷予定の野菜～ トマト、なす、きゅうり、かぼちゃ、ピーマン、とうもろこし、オクラなど

四海巻  ～食卓の彩りに～

［材料 1 本分］

・すし飯 ���� 250 ｇ
・すし飯（桃色） 150 ｇ
・のり（全型） �� 3 枚
・卵焼き ����� 1 枚

［作り方］
①のり２枚をご飯粒で貼りつなげる。

手前に桃色のすし飯、残りにすし飯
を平らに広げ、手前からしっかりと
巻き、うず巻きにする。

②①を四つ切にする。まずはのりの合
わせ目で半分にし、それをさらにの
りだけ残して半分にする。

③１枚ののりに②の渦巻きの切り口
を開いてのせ、間の溝に卵焼きをの
せる。残りの渦巻きをのせて、四角
に組み合わせたら、巻き整える。

ＪＡ会津よつば女性部みどり地区坂下支部は６月２７日に、第
１回料理講習会を行いました。女性部の１８名のメンバーが、講
師の渡部さん（喜多方市塩川町在住）に指導を受けながら、飾り
巻き寿司に挑戦しました。
この料理講習会では、酢を使用した健康管理意識の向上や、華
やかな彩りを目で楽しむために、飾り巻き寿司「四海巻」「桃の花」
の２品に挑戦しました。各グループに分かれ、参加者で声を掛け
合いながら、和気あいあいと講習を受けていました。巻き寿司を
体験するのは、今回で２回目だったこともあり、参加者の皆さん
は慣れた手つきで、難しい絵柄も丁寧に仕上げました。
すし飯の色はつるむらさきの実を煮出したものを使用して、きれいな桃色にしましたが、合成
着色料などを使用せずに、自然の力を活用していることに感心していました。昔から冠婚葬祭の
場で出される地域の伝統料理に触れ、手作りの楽しさと食の奥深さを感じる時間となりました。

目で楽しむ心のこもったおもてなし


