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亀ヶ森地区敬老会開催のお知らせ
亀ヶ森 地区 敬老 会実 行委員 会主 催に よる 、亀ヶ 森地 区敬 老会
を下記の日程により開催し ます。
本年度 は、 昭和 １３ 年４月 １日 以前 に出 生され た男 性１ ０５
名、女性１７３名にご案内 をしております。
対象者 の皆 様に はど うぞご 参加 くだ さい ますよ うお 願い いた
します。
記

○日
○会

時
場

8 月 2６日（日）午前 10 時〜
亀ヶ森小学校体育館

「はやちね村民塾」第３回参加者募集
市では、 市民の 皆さ んに自 然や文 化を学 習して いただ く機会 とし て、「はや ちね村
民塾」を開催しています。
第３回を下記の日程・内 容で行いますので 、みなさんご参加 ください。

第３回

【移動自然体験学習】〜国立公園

八幡平

登山〜

八幡平三大展望地のひとつ 茶臼岳 から火 山活動によりでき た 黒谷地湿原
を経由し八幡平山頂へ。落 葉樹林の色鮮やか な紅葉を楽しみま しょう。
○開催日時
○講
師
○参 加 料
○集合場所

９月２６日（ 水）午前７時〜午 後５時３０分
平山 順子 氏（日本山岳ガイ ド協会認定登山ガ イド）
１，０００円 （入浴料、傷害保 険料）
大迫交流活性 化センター

○持 ち 物

登山できる服 装・靴、帽子、手 袋、リュック、昼 食・行動食、
飲み物（スポーツドリンク など塩分入 ）、雨具、タオ ル、ゴミ袋、

○対 象 者
○定
○申

携帯トイレ、救急セット、 防寒具、筆記用具 、その他各自必要 なもの
大迫地域内に 在住・在勤の市民 （花巻市民も可と します。）

員
込

２０名（定 員になり次第締め 切ります 。）
大迫総合支 所地域振興課（48-2111）または各振興センターへ、
電話またはファックスでお 申し込みください 。
○申込期間 8 月 20 日（月）〜9 月 19 日（水）
（なお、雨天の場合は、 松尾八幡平ビジタ ーセンター見学と 講話を行う予定で す。）
○問合せ先 大迫総合支所 地域振興課地域づ くり係
TEL：0198-48-2111（内線 222）FAX：0198-48-2943

宮沢賢治足跡トレッキングツアー（秋の部）
開催のお知らせ
大迫振興センターでは、 宮沢賢治の代表作 「風の又三郎」の 舞台とされた「猫 山」
や「モリブデン鉱山」な どを巡る、「宮沢賢治足跡 トレッキングツア ー（秋の部 ）」を
開催します。
一般的には知られていな い宮沢賢治が歩い たであろう足跡を たどり、賢治と大 迫の
関わりを学びましょう 。
（トレッキング の後は、参加者の皆さ んで交流会を行い ます。）
○日
時 平成 24 年９月 15 日（土）
午前８時 30 分から午後５時
○集合場所 大迫交流活性 化センター
○参 加 費 1,500 円（保険料・交流会費）
○定
員 20 名（定員になり次第締め切 ります。）
○持 ち 物 昼食・飲み物 ・雨具等
○申込期限 平成 24 年９月 12 日（水）
○申込方法 大迫振興セン ターにお電話で申 し込みください。
※平日の８時 30 分から午後５時までに ご連絡ください。
○申込み、お問合せ先 大 迫振興センター（ 大迫交流活性化セ ンター内）
TEL：48-3231

花巻・協働まちづくり塾 受講者募集について
花巻市協働のまちづくり 人材育成協議会で は、地域のまちづ くりを担う人材育 成を
目的に、「花巻・協働まち づくり塾」を開講 します。
8月から来年3月までの間、月1回（全8回）開催し、8月から10月は講話や意見交
換、11月からはモデル地区実 習などを行い、最 終回に成果発表を 行います。
継続しての受講をお勧 めしますが、興味 のある講座のみの 受講も可能です。 参加無
料ですのでお気軽にお申し 込み下さい。
開催日
内
容
8/2 5( 土)・「話 し合 いの 技術 」につ いて ・ 「コ ミュ ニテ ィ会議 」に つい て
9/2 2( 土)・「参 画・ 協働 」に ついて ・ 「地 域自 治」 につ いて
10/ 27( 土)(パネルディスカッション) ・「ま ちづく りの 視点 」 ・「 コミュ ニテ ィ活 動」
11/ 17( 土)・オリ エン テー ショ ン
〜18 ( 日)・「現 地調 査、 評価 、課題 整理 」の 実習
12/ 22( 土)・「将 来ビ ジョ ン案 策定」 の実 習
1/2 6( 土)・「実 現方 策検 討」 の実習
2/2 3( 土)・「マ スタ ープ ラン 策定」 の実 習
3/2 3( 土)・成果 発表

○申込み、お問合せ先
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花巻市協働のまち づくり人材育成協 議会
（ 花巻中央振興セン ター内） TEL：29-5321

人の動き ７月末 日現在（前 月比）
大迫地域全域
亀ヶ森地区
人口
男
女

5 , 951 人（ △ ３ 人） 1,2 03 人（△ 1 人）
2 , 882 人（ △ １ 人）
586 人（± ０ 人）
3 , 069 人（ △ ２ 人）
617 人（△ 1 人）

世帯

1 , 955 戸（ ＋ １ 戸）

348 戸（± 0 戸）

■ごめい福をお祈りします（亀ヶ森）
住
谷地区

所

氏
名( 年 齢) 世帯 主
佐 々木ア イ子( 5 9) 好美

(HP 版では慶弔欄は掲載しま せん)

