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猪狩俊郎人材育成基金 海外留学する学生を助成
　アメリカの高校に留学する坪井優佳さん（安
積高３年、常葉町）に、田村市猪狩俊郎人材
育成基金から助成されることが決まり、８月
３日に助成金の交付式が市役所で行われまし
た。
　坪井さんは８月９日に日本を出国。現地で
語学研修をした後、ウィスコンシン州のウィ
リアムズベイハイスクールに入学しました。
坪井さんは約１年間、ホームステイしながら
勉学に励むことになります。

百歳賀寿 末永くお元気で
　８月１０日、都路町古道の吉田ヤスさんが
満百歳を迎えられました。
　当日、福島県、田村市、田村市社会福祉協
議会から賀寿などが贈られ、ヤスさんはにこ
やかに受けられました。
　長寿の秘訣は「働いて体を鍛えてきたこと」
だそうです。
　おめでとうございます！

これからも お元気で 長生きを

男　性
氏 名 年齢 住 所

1 先﨑　安信 102 船引町船引
2 石井　正典 101 船引町今泉
3 白石　正善 101 大越町上大越
4 大沼　正已 100 常葉町堀田
5 吉田　寅一 100 都路町古道
6 佐久間　政人 99 常葉町西向
7 荒井　鶴久 99 船引町芦沢
8 三浦　碧 99 船引町北移
9 白岩　盛治 99 常葉町久保

10 根本　丒治郎 98 滝根町広瀬
11 三浦　寛吉 98 船引町新舘
12 會田　善太郎 97 滝根町広瀬
13 三浦　弘 97 船引町新舘
14 三浦　常三郎 97 常葉町常葉
15 佐久間　吉延 97 都路町古道
16 鈴木　勝一 97 滝根町菅谷
17 橋本　正信 97 船引町堀越
18 佐久間　功 97 船引町新舘
19 先﨑　公隆 97 滝根町広瀬
20 佐々木　榮治 97 船引町上移

女　性
氏 名 年齢 住 所

1 栁沼　トキ 107 常葉町常葉
2 白石　ヨシミ 105 大越町上大越
3 菅波　みつ 104 都路町古道
4 猪狩　冨子 103 都路町古道
5 岡本　フミヨ 103 常葉町常葉
6 佐藤　ウメノ 103 船引町堀越
7 石井　マツ 102 大越町下大越
8 銭高　鳳喜 102 船引町船引
9 蒲生　タケノ 102 滝根町神俣

10 早川　ケサノ 101 常葉町久保
11 舞木　ハルノ 101 大越町上大越
12 大河原　房 101 船引町東部台
13 郡司　ハツヨ 101 大越町上大越
14 橋本　チヨノ 101 船引町船引
15 門馬　スイ子 100 都路町古道
16 鈴木　ハツノ 100 船引町船引
17 松本　イワ 100 船引町船引
18 吉田　ユウ 100 常葉町常葉
19 吉田　テン 100 船引町船引
20 渡邉　タツヨ 100 船引町船引

田村市 長寿者ランキング
　９月は敬老月間です。多年にわたり地域社会の発展に貢献されてきた方々に敬意を表し、
長寿をお祝いしましょう。市内の長寿者、男女それぞれの２０人は次の方々です。
　（８月２３日現在、敬称略、年齢の基準日は９月１日）

スポーツ＆カルチャー教室

体幹トレーニング 受講生大募集！
●日時　第１回…10 月   3 日（火）午後７時
　　　　第２回…10 月 11 日（水）午後７時
　　　　第 3 回…10 月 19 日（木）午後７時
●会場　船引公民館　和室
●講師　YOU・FIT たむら　籏野 広規先生　
　　　　　　　　　　　　　伊藤 尚美先生
●対象　田村市に在住またはお勤めの成人
●定員　15 名程度（先着順・決定次第通知します）
●その他　年代・性別は問いません。
　　　　　受講料は無料ですのでお気軽に
               お申し込みください！
問・申船引公民館(82-1133

●服装　動きやすい服装
●持ち物　汗ふきタオル、飲み物
●参加費　無料

体幹とは、手足を除く胴体部分のこと。
体幹を鍛えると…
　・姿勢がよくなる
　・肩こりや腰痛が解消、軽減
　・ダイエット効果がある
" 体幹を鍛えるとどうなるの？体幹を
鍛えるメリットについて ".MissBeautiful
http://niconicoland.com/body9/
( 参照 2017-08-18)

　デンソー女子バレーボールチーム「デンソーエアリービーズ」は、8 月 10 日に田村市を訪れ、船引高校体
育館でバレーボール教室と紅白戦を行いました。小学生・中学生・高校生約 140 人が参加し、選手から指導
を受けました。生徒たちは元気に教わっていました。

スポーツの秋 ～熱き戦い～SPORTS NAVI

デンソー女子バレー部がやってきた！

- 第 11 回市町村対抗福島県軟式野球大会 -

田村市代表選手団 決定 !
　第 11 回市町村対抗福島県軟式野球大会が、9 月９日（土）からヨーク開成山スタジアム（郡山市）
などを会場に開催されます。選手の皆さんは悲願の初優勝を狙い、一致団結して練習に励んでいます。
8 月 24 日、結団式が市役所で開催され、選手一人一人が熱い思いを胸に、市民の代表として悔いの
ないプレーをすることを誓いました。
　田村市チームは、９月 16 日（土）に牡丹台野球場（須賀川市）で、天栄村と１回戦を戦います。市
民の皆さん、応援よろしくお願いします。
役職 氏名 所属
代表 佐久間 初男 田村市野球協会長
監督 管野 公治 西美田野球部

コーチ 佐藤 芳一 七郷クラブ
〃 村越 久哲 都路ダイナマイツ

主将 管野 守 オプトネクサス
投手 石井 智和 都路ダイナマイツ
〃 樽井 義成 瀬川ＢＢＣ
〃 本間 純一 都路ダイナマイツ
〃 宇佐美 将太 梵天川Ｔ・Ａ野球部
〃 大和田 鈴也 常葉ベースボールクラブ
〃 村上 和也 船引ベースボールクラブ
〃 佐藤 直哉 船引ベースボールクラブ

捕手 横山 尚則 船引ベースボールクラブ
〃 根内 貴司 都路ダイナマイツ
〃 渡辺 惇史 都路ダイナマイツ

役職 氏名 所属
捕手 吉田 健祐 常葉ベースボールクラブ

内野手 美輪 隆宏 川口内燃機鋳造
〃 矢吹 慎 七郷クラブ
〃 美輪 泰徳 七郷クラブ
〃 白岩 秀明 レッドハリケーン
〃 坪井 政志 常葉ベースボールクラブ
〃 管野 公士 西美田野球部
〃 久保田 大祐 船引ベースボールクラブ

外野手 万﨑 伸也 常葉ベースボールクラブ
〃 佐々木 翔武 瀬川ＢＢＣ
〃 吉田 喜季 都路ダイナマイツ
〃 三本菅 剛 オプトネクサス
〃 渡辺 儀之 船引ベースボールクラブ
〃 大和田 賢太 梵天川Ｔ・Ａ野球部


