
あいきょうさいは、福島県生協連が
原発事故による被災地の子どもたち
や保護者をケアする目的で取り組ん
でいる「福島の子ども保養プロジェ
クト」を応援し
ています。家族が亡くなった際の「忌中」の過ごし

方で注意すべきことを教えてください。
Q

葬儀に関する
知っておきたい Q A＆ 　遺族は故人の冥福を祈りつつ、晴れがましいことや派手な行動は慎むこと、

とされています。一般的には、亡くなってから49日間が忌中にあたるといわれ、
仏教では49日目の法要をもって忌明けとします（宗教によって期間が異なります）。
　忌中とは、死の穢れを他の人にうつさないように身を慎む期間のことで、神道の考
えに基づいたものです。そのため、お祝い事や祭事、パーティー、宴会などへの参
加は避けるものとされています。神社への参拝やお正月を祝うことも控えます。
　しかし、近年では多様化する価値観から、忌中であっても個々人の判断により慶
事へ参加することも多くみられるようになっています。

A
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　　　　　　　　　　　　　　　 （一般財団法人福島県民共済会）が会員の皆様をはじめ、広く県民の皆様に季節感あふれる話題や生活に役立つ情報、さらには主催する各種カルチャー教室や
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福島と共に
歩み続けて
福島と共に
歩み続けて
写真で見る過去と現在

むかし い　ま

おかげさまで、「あいきょうさい」は2018年10月、創立45周年を迎えました。
これもひとえに皆様方のご支援とご協力のたまものと心より感謝を申し上げます。
今号では、創立された1973（昭和48）年頃（前後を含む）の
県内各地の名所や見慣れた場所の写真を現在と比べながら、
45年の時間を振り返ります。

スマート
フォンにも
対応！

あいきょうさいが福島県民の皆様への文化福祉事業の一つとして開催しております。あいきょうさい未加入の方でもお気軽にご
参加ください。なお、お申し込みの際の個人情報は、講習会に関する連絡や今後の講習会のご案内に利用させていただきます。
他に使用したり第三者に提供したりすることはありません。

カルチャー教室どなたでも
参加
できます

2018年10月１日（月）から
先着順に受付いたします。
（平日９：00 ～17：00）

日　時 12月２日㈰　10：00 ～12：00
会　場 郡山市男女共同参画センター（郡山市麓山２-９-１）
定　員 24名
参加費 1,800円（材料費込）
講　師 お菓子教室シュクリエ　成田敦子 先生
準備品 エプロン、三角巾、お手拭き、筆記用具、
 ハンドミキサー（お持ちの方）

今年のクリスマスケーキに、
本格的なモンブランはいか
がですか。フランス産のマ
ロンペーストを使い、ずっし
りとした重厚感たっぷりのモ
ンブランを作ります。中には、
クリーミーな舌触りの生ク
リームと栗をサンド。甘みと
香りがお口いっぱいに広がり
ます。

クリスマスケーキ作り講習会郡 山

みゅーあい郡山　TEL（024）990-0906申込先

あなたが抱えている法律問
題を経験豊富な弁護士が解
決に導きます。最寄りの会場
へお申し込みください（秘密
は厳守いたします）。

開催時間 10：00～15：00
相談時間 一人当たり30分以内。資料があれば持参して

当事者本人がご相談ください。
相談受付 上記の相談申込先へ開催日の３日前まで（土日

祝日を除く）に必ずお電話でご予約ください（平
日　９：00～17：00）。地区外の方も受け付
けます。

●予約が無い場合は開催が中止となる場合があります。
　あらかじめご了承ください。

無料 あいきょうさい

法律相談会
のお知らせ

日　時 12月２日㈰　10：00 ～12：00
会　場 会津若松市勤労青少年ホーム（会津若松市城東町14-52）
定　員 30名
参加費 2,200円（材料費込）
講　師 Conoha　澁谷直美 先生
準備品 軍手、剪定ばさみ（花ばさみ）、ペンチ（ニッパー）、　

持ち帰り用袋、筆記用具

スワッグとは「壁飾り」のことで、
欧州ではリースのように「魔除け」
や「幸を呼び込む飾り」として玄関
や室内に飾ります。
今回は、自分の好みに合わせた形
やデザインのクリスマススワッグを
手作りします。
人気のスワッグでクリスマスを素
敵に演出してみませんか。

クリスマススワッグ作り講習会会 津

あしすと　TEL（0242）36-7055申込先

開催日 10/23（火）

あしすと
TEL（0242）36-5622

会津若松市
勤労青少年ホーム

相談申込先

会　場

皆様の声を
お聞かせください

〆切
2018年
11月30日㈮必着

ハガキに以下の内容をご記入の上、お送りください。

保険料や葬儀費用のお見積りを
シミュレーションいたします。

※個人情報は厳重に管理し、商品の発送にのみ使用いたします。
※当選者の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。

あいきょうさいへのご意見、ご感想をお聞かせください。
45周年を記念して、お送りいただいた中から抽選で45名様
に図書カードをプレゼントいたします。
ご記入いただいた情報やご意見は、今後の事業の参考とさせ
ていただきます。　

〒960-8042

福島市荒町1-21
協働会館内
あいきょうさい
「 皆様の声」係

❶現在利用している、または、以前
利用したことのある、あいきょうさ
いの事業を教えてください。
Ⓐ 保険
Ⓑ けんみん葬祭
Ⓒ カルチャー教室
Ⓓ その他（詳細をお書きください）
Ⓔ 利用したことがない
❷①でⒶ～Ⓓを選んだ方は、事業を
利用してのご感想を教えてください。
❸本紙「ゆうゆうらんど」の感想を教
えてください。
❹住所、氏名、年齢、電話番号

ホームページが
リニューアル！

簡単に試算できます！ぜひお試しください。

検索あいきょうさい

より見やすく使いやすくなりました
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「保障型と満期金型、ＡコースとＢコース。
  保障内容や保険料にどれだけ違いがあるのかな？」
「家族で一緒に入ると、保険料はどのくらい？」

保険料の場合

「ホールを使って100人参列した場合の費用は？」
「返礼品や料理を含めるといくらになるかな？」

葬儀費用の場合

1000年以上の歴史を有する国の無形民俗文化
財。相馬氏とゆかりのある平将門が、野生の馬
を使い軍事訓練をしたことが始まりと言われてい
ます。騎馬武者が繰り広げる戦国絵巻の祭りは、
甲冑競馬や神旗争奪戦、野馬懸など、写真の
1972（昭和47）年も現在もその内容にほとんど
変わりはありませんが、昔は一部の馬がメンコ
（覆面）を着けて甲冑競馬に臨んでいたようです。

1944（昭和19）年、磐城炭礦㈱と入山採炭
㈱が合併し、常磐炭礦㈱としてスタート。
1976（昭和51）年に閉山するまで多くの人々
が働き、日本のエネルギー産業を支え続けま
した。その磐城礦業所跡に建つ「いわき市石
炭・化石館ほるる」では、当時の坑道や生活を
再現した展示
や貴重な映像
資料を見るこ
とができます。

“千円持ってハワイに行こう”をキャッ
チフレーズに、温泉を使った日本初
のテーマパークとして1966（昭和
41）年、常磐ハワイアンセンターが
オープン。流れるプールや専属ダン
サーによるショー、歌謡ショーなど
で人気を集めました。1990（平成
2）年に現在の名称となり、スプリン
グパークやビッグアロハなどの新た
なテーマパークが加わって、累計入
場者数は6,500万人を超えました。

1938（昭和13）年に開通し、喜多方駅と熱塩駅の11.6kmを結んで、人々や鉱山資源を輸送
していた国鉄日中線。蒸気機関車の最後の定期運行となった1974（昭和49）年には鉄道ファ
ンがたくさん訪れました。1984（昭和59）年に廃止となった後、旧熱塩駅舎は日中線記念館
としてラッセル車や関係資料が保存・展示されているほか、廃線跡は日中線記念歩行者自転
車道として整備され、しだれ桜が咲き誇る名所となっています。

写真の1974（昭和49）年頃、郡山駅西口
は多数のデパートが建ち並び、黄金時代
とも言える賑わいをみせていました。
1975（昭和50）年、郡山駅西口第一種市
街地再開発事業の都市計画が決定、
2001（平成13）年に竣工し、再開発ビル
「ビッグアイ」は今や郡山市のシンボルに
なっています。昨年は旧百貨店を利用し、
ホテルを中核とした複合商業施設がオープ
ンしています。

藩政時代には会津五街道の日光・越後・米沢街道が通
り、昭和30年代後半まで繁華街として賑わっていま
した。その後、空洞化の影響で空き店舗が多く見ら
れるようになりましたが、近年は歴史的な建造物を改
修・活用した店舗が立ち並ぶレトロな通りとして活性
を図っています。

東北地方では珍しい総石垣作りの城は戊辰
戦争白河口の戦いで落城し、曲輪、土塁、
石垣、水堀だけが残りました。1991（平成
3）年に三重櫓が、1994（平成6）年に前
御門が復元され、国史跡にも指定されまし
た。震災の際には石垣が崩れましたが、
2015（平成27）年から三重櫓や前御門な
どの公開が一部再開し、市のシンボルとし
て親しまれています。

福島駅東口に中合、山田、エンドチェーンなど大型店舗の
建設が進んだ1973（昭和48）年頃。多くのタクシーが乗
客を待っている様子からも、当時の活気が伝わってきます。
写真右手に建設中の辰巳屋ビルは現在、老朽化と再開発
に伴い解体が決まり、周辺はホテルやマンション、商業施
設を揃えた複合施設の建設が予定。県都の新たな顔として
生まれ変わります。

1972（昭和47）年と現在の相馬野馬追

1973（昭和48）年と現在の福島駅東口1974（昭和49）年頃と現在の
郡山駅西口

1969（昭和44）年と現在の七日町通り。
カバン専門店「だるまや」は今も変わりません

相馬野馬追
南相馬市・相馬市

福島駅前
福島市

郡山駅前
郡山市

スパリゾート
ハワイアンズ

いわき市

七日町通り
会津若松市

常磐炭礦
いわき市

小峰城
白河市

日中線
喜多方市

常磐線より見る昭和
40年代の常磐炭礦 
磐城礦業所（写真右）
と、現在のいわき市
石炭・化石館ほるる

昭和40年代の桜御
門跡と現在の小峰城。
石垣の修復は現在も
続いています。

1974（昭和49）年、路線の中で一番
の景勝地であった鉄橋を渡る様子（右
下）と、熱塩駅に停車中の蒸気機関
車（左下）。現在、鉄橋は県道335号
となり、願成寺橋が架かっています。

1966（昭和41）年頃と現在の
ウォーターパーク。天上の骨組
みのイメージは開館当時のまま

写真提供／スパリゾートハワイアンズ

写真提供／スパリゾ
ートハワイアンズ

現在

現在

現在

現在

現在

現在

現在

現在

写真提供／福島商工会議所

写真提供／南相馬市博物館

写真提供／いわき市石炭・化石館写真提供／白河市観光課

写真提供／喜多方市教育委員会写真提供／喜多方市教育委員会

写真／編集発行・郡山市  「郡山の歴史」より

写真提供／喜多方観
光物産協会

写真提供／会津若松市


