
 

 記者発表資料（３）                      福 島 市  
 

平成３０年１０月２５日 

 

「福島市・吾妻町合併５０周年記念式典」を開催します 

 

吾妻地区（旧吾妻町）は昭和４３年１０月１日に福島市と合併し、平成３０年１０月１日

で５０周年の節目を迎えます。ふるさとへの愛着を高め、今後も魅力あるまちづくりを進め

るため、下記のとおり祝賀事業を開催します。 

  

 
記 

 

１ 日  時 ： 平成３０年１０月２８日（日）午前１０時～正午（終了予定） 
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３ 内  容  

  

（１） 記念式典 出席者：福島市長、代表監査委員（前吾妻支所長）、 

佐藤雅裕県議、大場秀樹県議、 

             福島市・吾妻町合併５０周年記念事業実行委員、 

             吾妻地区の市民 ほか                            

 

（２） 記念講演① 

       演題 「 吾妻町の歴史 」 

講師 守谷 早苗 氏（ 福島市市史編纂室 ） 

     

記念講演②  

         演題 「 ふるさと福島への想いと願い ～ なすびなりの応援の形 ～ 」 

       講師 なすび 氏（ タレント、俳優 ） 

 

４ 主 催 「福島市・吾妻町合併５０周年記念事業実行委員会」（構成員は次頁のとおり）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 役職 氏   名 所 属 団 体 

1 顧問 大平 洋人 福島市議会議員 

2 顧問 二階堂 武文 福島市議会議員 

3 顧問 阿部  亨 福島市議会議員 

4 委員長 二瓶 武敏 吾妻地区自治振興協議会長 

5 副委員長 木野田 誠 吾妻地区町内会連合会長 

6 委員 大山  俊 吾妻地区自治振興協議会副会長 

7 委員 齋藤 正明 吾妻地区自治振興協議会副会長 

8 委員 佐藤 善信 吾妻地区自治振興協議会副会長 

9 委員 後藤 勇一 吾妻地区自治振興協議会副会長 

10 委員 安達 正紀 吾妻地区町内会連合会副会長 

11 委員 矢吹 良美 吾妻地区町内会連合会副会長 

12 委員 齋藤 周夫 吾妻地区町内会連合会副会長 

13 委員 児玉 隆一 吾妻地区町内会連合会副会長 

14 委員 松崎 欽榮 福島市社会福祉協議会吾妻協議会長 

15 委員 鈴木 浩理 吾妻方部民生児童委員協議会長 

16 委員 大谷 ユキエ 吾妻地区連合婦人会長 

17 委員 遠藤 淳一 高湯温泉観光協会長 

18 委員 齋藤 周夫 福島市交通対策協議会吾妻支部長 

19 委員  木野田 誠 吾妻地区青少年健全育成推進会連絡会長 

20 委員 渡辺  廣 吾妻地区老人クラブ連合会長 

21 委員 小林 和彦 福島市消防団第八方面隊長 

22 委員 渡辺 芳幸 福島市消防団第３６分団長 

23 委員 川上 文夫 福島市消防団第３７分団長 

24 委員 後藤 武弘 福島市消防団第３８分団長 

25 委員 佐々木 秀之 福島市消防団第３９分団長 

26 委員 大内  久子 野田女性防火クラブ会長 

27 委員 逸見 勝雄 吾妻地区衛生委員会長 

28 委員 丹治 将弘 福島市立野田小学校ＰＴＡ会長 

29 委員 大須賀 祐香 福島市立庭坂小学校ＰＴＡ会長 

30 委員 二瓶 諭子 福島市立庭塚小学校ＰＴＡ会長 

31 委員 高橋  聡 福島市立水保小学校ＰＴＡ会長 

32 委員 伊藤 正彦 福島市立野田中学校ＰＴＡ会長 

33 委員 佐藤 克恵 福島市立吾妻中学校ＰＴＡ会長 

34 委員 高橋 待子 野田交通安全母の会長 

35 委員 松浦 ユリ子 庭坂交通安全母の会長 

36 委員 清野 直美 庭塚交通安全母の会長 

37 委員 近野 元洋 吾妻地区郷土史談会長 

38 委員 大平 洋人 野田地区体育協会会長 

39 委員 阿部 義光 庭坂地区体育協会会長 

40 委員 紺野 淳 庭塚地区体育協会会長 

41 委員 小野 孝二 水保地区体育協会会長 

42 委員 佐藤 マキエ 吾妻地区芸能団体連絡協議会会長 

43 委員 藤原  聡 合併５０周年記念事業準備会座長 

44 委員 佐々木 千佳子 合併５０周年記念事業準備会委員 

45 委員 阿部 重久 合併５０周年記念事業準備会委員 

46 委員 阿部 絹江 合併５０周年記念事業準備会委員 

47 委員 渡辺 久美子 ＪＡふくしま未来野田支店長 

48 委員 菅野 勇三 中央町商工振興会  

49 委員 斎藤 寿人 福島市吾妻学習センター館長 

50 委員 河野 義樹 福島市吾妻支所長 

 
担当：吾妻支所 

   支所長 河野、次長 菅野 

   電話024-526-3350（直通） 


