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（太田地区振興会だより）
平 成 ３ ０ 年 ６月 １ 日 ８ ２ 号

太田地区振興会
〒025-0037
花巻市太田 32-163-3
TEL.FAX
29-4481
メールアドレス：

ootatiku@gmail.com

■ 太田地区が平成３０年度正しい交通ルールを守る県民運動の
モデル地区となります。
正しい交通ルールを守る県民運動は、岩手県交通安全対策協議会が主催
する運動で今年度１年間、太田地区がモデル地区に指定されました。(平成３１
年３月３１日まで) 運動の基本は、「高齢者と子どもの交通事故防止」 「被災
地域の交通事故防止」です。
年間スローガンは、
「ゆずり合う 心がつくる 無事故いわて」です。
交通事故のないようにみんなで心がけ、取り組ん
でいきましょう。
〈 守 ろ う ! 重 点 事 項 〉
・ ライトの早め点灯、反射材用品の着用
・ スピードダウンの徹底
・ 全ての座席のシートベルト
・ チャイルドシート着用
・ 飲酒運転の根絶
・ 自転車の安全利用の推進

生活環境部

〈献花の様子〉
〈者の様子〉
交通安全推進モデル地区ののぼり旗と指定書です。 〉

自然保護カタクリ花移植事業

４月２９日（日）に高村山荘にて生活環境部の皆さんに
よりカタクリの花の移植が行なわれました。今年で６年目
になる取り組みとなります。
少しずつ根付いてきたかたくりがきれいに咲くことを
願い、部員の皆さんは丁寧に移植しました。

生活環境部の皆さん

根を切らさ
ないよう
丁寧に。

自然探訪教室①

「刺巻湿原、西木町かたくりの郷」を探訪
５月１日（火）に自然探訪教室の受講生の皆さんは、秋田
県の刺巻湿原と西木町のかたくりの郷を散策しました。
今年は例年より花が
早く、刺巻湿原も見頃
を過ぎておりました。
かたくりの郷では、
かたくりの群生に囲ま
れて昼食をとりました。
笹間の受講生との交流
もあり、有意義な時間
となりました。
自然探訪教室の皆さん

振興会役員、生活環境部
５月１２日(土)に山
関、上太田地区の皆さ
んと 太田地区振興会
役員と生活環境部の
部員が合同で智恵子
展望台を中心とした
山荘の清掃作業を致
しました。早朝からの
皆様のご 協力 ありが
とうございました。

高村山荘清掃活動

振興会役員と生活環境部の皆さん

■ 第６１回高村祭開催される
５月１５日(月)高村祭が開催さ
れました。当日は、晴天に恵まれ
沢山の方が山荘を訪れました。
生徒による詩の朗読や合奏、合
唱の後、小山弘明先生の司会に
よる座談会がありました。
座談会では、実際に光太郎先
生にお会いしたことがある４名
の方から光太郎先生との交流や
貴重な思い出のお話を聞くこと
が出来ました。
山荘では、智恵子展望台をは
じめ遊歩道もきれいに整備され
ました。これからの緑が美しい
季節です。ぜひ訪れてみてくだ
さい。

太田小学校の生徒による
楽器演奏

座談会の様子

〈西南中
生徒による詩碑朗読〉

むらの家

ふるさと交流まつりのお知らせ

むらの家管理運営協議会による「ふるさと交流まつり」を開催
致します。地元農産物の販売のほか、釜石市の海産物もやってき
ます。楽しい催しいっぱいです。
お誘い合わせの上、いらしてください。お待ちしております。

日時:

６月９日(土)午前１０時～

♪～ 内 容 ～♪
10：00～開会→10：30～うたまつり、西南中吹奏楽
部による演奏、わら細工制作実演→11：00～お茶、
ニュースポーツ(クッブ体験)→11:20～餅つき→
11:30～子供魚つかみとり大会→12：30～太田大念
仏剣舞→13:00～太田神楽（権現舞ほか）→13：30
～ジャンケン大会→14：00～餅まき

■ 「子育てサロン」のお知らせ
日時 ： ６月３０日（土）１０:００～１２:００
会場 ： 太田振興センター
: ０才～就学前の子どもと保護者
内容 : みんなで遊ぼう、絵本の読み聞かせ、
会食（おしゃべりタイム）など

※

２回目９月１日（土）、３回目１２月１日（土）を予定し
ております。詳細については、全戸配布にてお知
らせ致します。

ご希望の方は、事前
に申込用紙にご記入
上、太田地区振興会
(29-4481) ま で お
申し込み下さい。
近所の方と誘いあっ
ていらして下さい！

昨年度の子育てサロンの様子

◆昔の遊びコーナー メンコ・竹馬・ゴム飛びなど
◆展 示 コ ー ナ ー 裂き織り、キルト、思い出の写真、
作成平成３０年度こだま学園がスタートしました。
太田保育園児作品、太田小作品、
清風支援学校高等科活動内容パネル・
写真
こだま学園講演会の様子
５月２９日(火)に太田振興
作品
センターにてこだま学園の
◆子供遊びコーナー ディスゲッター、ヨーヨー、的あて、輪投げ
開講式が開催されました。
◆釜石市との交流コーナー 海産物の販売
開講式後の記念講演は高
◆震災による花巻在住の方との交流
橋朋広さん迎え「イライラ・
◆販 売 コ ー ナ ー 地元農産物、加工品、山菜など
ムカムカと仲良くつきあう
昼食はそばで（一般 200 円、中学生以下無料！）
アンガーマネジメント」につ
問合せ先 むらの家管理運営協議会  ２８－２７７２
いてのお話を伺いました。
高橋朋広先生
今年度も仲間とともに楽し
６月の予定
６月の予定
みながら学びましょう!

◆青葉婦人学級
折沼振興会館
日時：１８日(月)１９:００～
内容：「 落語 」
上太田・山関振興会館（上太田）
日時：２１日(木)１９:００～
内容：「 七宝焼 」
下坂井振興会館
日時：２２日(金)１９:００～
内容：「 落語 」
泉畑公民館
日時：２３日(土)19:００～
内容：「 マジック 」
清水町公民館
日時：２６日(火)１９:００～
内容：「 落語 」
中央振興会館
日時：２８日(木)１９:００～
内容：「 簡単なおやつ作り 」
柴林公民館
日時：３０日(土)１４:００～
内容：「 マーブルアート 」
坂杉公民館
日時：３０日(土)１９:００～
内容：「 心を痛めないポジティ
ブな自分～手軽な体の
エクササイズ 」
※ 他地区開催の講座に参加してみ
たい方は、開催地区の婦人会担当
者に連絡をお願いします。

◆ふるさと会移動研修
日時：１２日(火)８:３０～
太田振興センターに集合
内容：移動研修（一関市）
芦東山記念館ほか
参加費:２,０００円

こだま学園今年度の年間計画
日にち
６/１９(火)

場 所
太田地区
社会体育館

７/１７(火)

太田振興
センター

◆こだま学園②
日時：１９日(火)９:３０～
場所：太田地区社会体育館
内容:リラックスストレッチ
講師: DR フィット照井朋恵さん
参加費:無料
持ち物：内履き、汗ふきタオル、
水分補給用飲料

◆西南地区茶道教室②
日時：２８日(木)９:３０～
場所：むらの家
講師：藤原律子さん

８/２１(火)
９/２５(火)

太田振興
センター

内 容
「リラックスストレッチ、いきいき脳
トレ体操」～あなたも今日から出
来る簡単な体操を学ぼう!～
講師:DR フィット 照井朋恵さん
①「地域で守ろう!」～いわて中部
ネットってなあに?～
②「ためになる介護保険について
のおはなし」
講師:岩手県立中部病院職員、
花巻市地域医療対策室職員、
花巻市長寿福祉課職員
移動研修「登米の歴史と建造物を
訪ねる」～宮城県登米市方面～
「マジシャン Mr.トミーの脳活マジ
ック」 ～簡単なマジックを試してみよ
う!～

６/１５まで
春の農作業安全月間です。
農機具の操作や農作業中
の事故には
気をつけましょう!
移動図書館車（ぎんが号）
運行日程 （６月）
◎農協太田支店前
1４日（水）13:１0～1３:３0

講師:冨澤惣一さん
ミニシアター
「未定」(おたのしみに!)
１１/２０(火)
閉講式
記念講演「おいしく、楽しく出来る
食事コントロールのはなし」
～まだ大丈夫の方からもうピンチ
の方まで～
講師:岩手県立中部病院職員
※ 無料ですので、こだま学園以外の方でも聴きにいらして
ください。
１０/３０(火)

太田振興
センター
太田振興
センター

