新堀地区コミュニティ会議・新堀振興センター

平成21年9月15日発行

第29号

新堀地区コミュニティ会議
新 堀 振 興 セ ン タ ー
事務局：新堀振興センター内
〒028-3111
花巻市石鳥谷町新堀 40-２７-２
TEL・FAX 0198-45-3730

新堀地区敬老祭開催～大石市長が出席
９月12日（土）、新堀ふれあいセンターを会場に、新堀地区コミュニテ
ィ会議主催の、新堀地区敬老祭が開催されました。今年度の新堀地区敬老
祭の対象の方々(75歳以上)は413名、うち百歳になられた方が２名、白寿
の方が１名、米寿の方が14名、喜寿の方が43名で、参加された招待者は全
員で162名でした。式典では、主催者を代表して新堀地区コミュニティ会
議髙橋修会長が挨拶を行った後、大石満雄市長のほか、地元新堀地区出身
の髙橋淑郎市議会議長が祝辞を述べました。大石市長は（新）花巻市が発
足した平成18年度以来、２度目の出席であり、「また、みなさんの元気な
顔が見られ、心から感謝申しあげます」とお祝いを述べられました。引続
き、市を代表して
市長本人から米寿

新堀地区 長寿 10 傑
〔平成21年8月31日現在〕
１．３区 鈴木 フミ様 100 歳
２．７区 畑山 トヨ様 100 歳
３．２区 似内 久雄様 99 歳
４．８区 藤原 カネ様 97 歳
５．６区 森山 力一様 95 歳
６．３区 鈴木 親 様 95 歳
７．８区 工藤 静子様 94 歳
８．５区 小山田タカ様 94 歳
９．１区 谷藤ウメノ様 93 歳
10．７区 宍戸 キエ様 93 歳
(平成 22 年 4 月 1 日までに到達する
年齢を記載)

の方々へ金杯の贈呈、主催者から米寿・喜寿の方々
へ記念品の湯のみ茶碗を敬老祭実行委員会福山和志
通委員長から贈呈がありました。また、敬老のお祝
いとして、新堀小学校６年生の高橋みゆさんと谷村
友梨さんのお二人から、おじいちゃんやおばあちゃ
んを思いやるお祝いの作文を朗読していただき、こ
の後、招待者を代表して、喜寿を迎えられた１区の
佐々木聖郎さんから謝辞のご挨拶がありました。式
典の後の祝宴では、実行委員の区長・自治公民館長
さん方による「御祝」を始めに、新堀保育園児によ
る「さんさ太鼓」、新堀小学校児童８名による「膳舞」、新友会、好友会による舞踊、新堀婦人会皆さんによ
るダンスなどが行われ、和やかな雰囲気のうちに御披良喜（おひらき）となりました。なお、この敬老祭は、
民生児童委員・区長・自治公民館長さん方等25名による実行委員会を組織し実施しましたが、実行委員の皆
様には前日早朝からの会場準備や当日の運営に従事頂き、また、婦人会やボランティアグループの皆様には、
当日早朝から皆様に提供する汁物等を調理頂きました。紙面をお借りし感謝申し上げます。

「にいぼりレトロなパネル展」開催中
新堀地区コミュニティ会議では、文教部会所掌の事業「新堀・温故知
新探求事業」の一環として、新堀地区生涯教育推進委員会と共催で、
『に
いぼり・レトロなパネル展』を開催しています。この企画は、新堀地区
生涯教育推進委員会の会員が収集している大正から昭和40 年代の新堀に
係わる貴重な写真約 60 点をパネルにし展示しているものです。大正･昭
和初期の記憶が薄れつつある中で、当時のひとコマをぜひご覧下さい。
なお、このパネル展示は、９月 23 日（水）まで開催し、土曜日、日曜日
もご覧いただけます。

コミュニティ会議【協議内容報告】
●第２回戸塚森環境整備懇話会
戸塚森環境整備懇話会は、去る８月 25 日（火）、新堀振興センターにおいて第２回の懇話会を開催しまし
た。当日は会員８名が出席し、先の金ヶ崎町千貫石森林公園研修視察の報告が行われた後、戸塚森森林公園
内に設置する道標、注意書き看板のデザイン、設置場所について話し合われました。また、公園内の植栽事
業について、10 月か 11 月頃、懇話会員により簡易植栽を行うことを確認しました。

●新堀地区教育振興協議会第１回役員会
新堀地区教育振興協議会（佐々木順悦会長）は、去る８月27日（木）、新堀振興センターにおいて第１回
役員会を開催し、同会主催の「青少年健全育成セミナー」の開催について協議しました。セミナーのテーマ
は「読書と学力向上」とし、佐々木会長が講師の候補者と日程を協議することと、新堀小学校児童の保護者、
石鳥谷中学校新堀地区内生徒の保護者、新堀保育園児の保護者等に参加を呼びかけることを確認しました。

◆新堀体育協会からお知らせがありました。◆
自治公民館対抗ソフトボール大会
８月２日（日）、石鳥谷体育協会主催の「第 15 回自治公民館対抗ソフトボール大会」がふれあい運動公
園を会場に開催されました。今回の出場は 12 チームで、新堀からは、新堀３区、新堀７区Ａ・Ｂ・Ｃの
４チームが出場しました。予選リーグを勝ち進
んだ７区Ａ、７区Ｂ両チームは、決勝戦で対戦
し、７対３で７区Ｂチームが優勝しました。昨
年と同様に新堀７区チームが１位と２位を独占
する結果となりました。応援ありがとうござい
ました。

区対抗野球大会
「新堀地区民が野球を通じて融和と親睦を図る」を目的に、８月９日（日）
石鳥谷野球場において、新堀体育協会主催、花巻農協石鳥谷東支店共催の区
対抗野球大会が行われました。昨年優勝の７区チームの選手宣誓で始まり、
ホームランやエラーも飛び出し、大いに盛り上がるトーナメント戦の結果、
３区対５区の決勝戦となり、９対２で優勝は３区、準優勝は５区となりまし
た。優勝チームは８月 23 日のＪＡ野球大会で新堀地区代表として出場します。

花巻市まちづくり部からのお知らせ
石鳥谷地域予約乗合タクシーの運行内容が変わります
10月１日（木）から運行内容を一部見直し、試験運行を継続します。
利用登録し前日までに予約することで、どなたでも利用することができますのでぜひご利用
ください。
（見直しのポイント）
①石鳥谷地域全ての医療機関を利用することができるようになります。
（指定乗降場所に来久保医院が追加）
②JR石鳥谷駅から第４便に乗り継ぐことができるようになります。
（第４便運行時刻を午後３時30分から午後３時45分に変更）

【お知らせ】

第27回石鳥谷町神楽大会

御来場をお待ちしております！

・期日 平成 21 年９月 20 日（日）午後１時開会
・場所 新堀振興センター講堂
・参加団体
千刈田神楽保存会、種森神楽保存会、大瀬川神楽保存会、貴船神楽保存会、弘渕神楽保存会、
五大堂神楽保存会、十日市神楽保存会

よろず掲示板

この「よろず掲示板」は、各機関から情報を寄せていただき、掲載しているものです。不明な点や
詳細については、該当機関にお問い合わせ下さるようお願いします。

消防石鳥谷分署

救急車の利用について

９月９日は「救急の日」ということで、消防署から救急に関してのお願いです。急
病や事故などで救急車を呼ぶときは次のことをお話しください。
１.火災と区別するため、最初に「救急車です。」 ２.発生場所（住所）と、近くの目標物 ３.病気やけが
の状態と人数 ４.事故の場合はその状況 ５.使っている電話番号と、通報者（あなた）のお名前
救急件数は全国的に毎年増加しています。しかし打撲や出血の止まっている外傷など、緊急性がない出動要
請も増えています。救急車の台数には限りがあります。重症の方がすぐに利用できるよう、救急車の適正利
用にみなさんのご協力とご理解をお願いします。「早くみてほしいから・・・」という個人のわがままを控
えていただければ、救われる命があります。

石 鳥 谷 交 番

秋の交通安全運動について

～渡れそう 今なら行けるはもう危険～ をスローガンに秋の全国交通安全運動が実施されます。
１ 運動期間 平成 21 年９月 21 日～平成 21 年９月 30 日
２ 運動重点
① 高齢者の交通事故防止
② 飲酒運転の根絶
③ 夕暮れ時と夜間歩行中・自転車の交通事故防止
④ 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

この期間中、石鳥谷交番では取締を強化、交通安全協会等と合同で、交通事
故防止のための活動を実施します。皆様のご理解とご協力をお願いします。

～地域に支えられ～

新堀保育園

「上郷のふるさとさんさ会」の協力
を得て、平成９年より石鳥谷まつり
パレードに参加しております。今年度は、コミュニティ会議事業の
ジュニア伝承推進事業として、川村智也さんからのご指導を受け、
子どもたちは、張り切って、カネの音に合わせ、まつりに参加いた
しました。
地域の方々の協力のもと“新堀さんさ”は根づいてきています。
さっこら（幸呼来）のかけ声で保育園より幸せを呼んできたいと思
いますので、今後とも、どうぞ皆様のご支援・ご指導をよろしくお
願い致します。

9・10月の行事予定 9/12(土)敬老祭 25日(金)誕生会 10/1(木)安全の日 ３日(土)運動会
６日(火)消防総合訓練 ８日(木)なかよし広場 14日(水)園児健康診断 15日(木)お宮参り

新 堀 小 学 校

体力作り励んでます

夏休み中、いっぱい泳いだプール学習も終わり、秋は、学習・運動に最
適の季節を迎えます。学校では、10 月１日に行われる市内陸上記録会に向
けて、練習をスタートさせました。さらに体力増進に取り組みを始めまし
た。
普段から子ども達は、朝、業間時間、昼休みなど 11 月までに校庭 200 周
を目標にマラソンで汗を流しています。選手達は放課後暗くなるまで練習
に励んでいます。
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振興センター
か ら

高齢者ふるさと大学「移動学習会」実施
８月 28 日（金）、新堀振興センター主催の「高齢者ふるさと大学移
動学習会」が開催され、新堀地区内高齢者 12 名が参加しました。今
回の行き先は、「平泉文化遺産センター」と「えさし藤原の郷」で、
中尊寺･毛越寺など平泉町に存在する文化遺産や、11･12 世紀頃に栄え
た奥州藤原氏の歴史について学習する研修会でした。平泉文化遺産セ
ンターでは、職員の説明を聞きながら展示物を見学した後、平泉の歴
史等について紹介したビデオ映像
を鑑賞しました。えさし藤原の郷
では、平安時代後期の陸奥の国国
府政庁、藤原清衡の館、伽羅の御
所、当時の平泉の町並みを再現し
た施設やＮＨＫ大河ドラマのロケ
ーションの状況等について展示し
ている「ロケ資料館」等を見学し
ました。

新堀点描

石鳥谷祭りに大和町から

慶弔欄は省略します。

９月 10 日（木）の石鳥谷祭りパレードに、宮城
県大和町から「すずめ踊り」の一行が訪れ、参加いたしました。これは、８
月１日（土）に大和町で開催された「まほろば夏まつり」に新堀地区の「ふ
るさとさんさ会」
が出演したことにより、
交流事業として行われたものです。
「すずめ踊り」を披露したのは、
「宮城大学 娘すずめチーム」のみなさん
で、午前と午後の２回、小雨の降る中、オリジナルの踊りも含め、汗びっし
ょりになって熱演していた
だきました。沿道にはたく
さんの人たちが集まり、初
めて見る華やかで、にぎや
かな踊りに見入っておりま
した。
この交流が長く続き、
さらに深まることを願う
かのように、踊り手も見
ている人も一つになって
おりました。

振興センター清掃活動～皆さんご苦労様でした
９月６日（日）、朝６時から新堀振興センターの清掃奉仕活動が実施されました。地区の皆さんが使う調
理場の棚や引出しの中が長年のほこりなどで汚れているという声
がきっかけとなり、今年、２回実施することとしたものです。今
回は、総務部会と文教部会の委員の方々が、朝の忙しい時間を割
いて、各々タオルを持参して行いました。
また、同時に、新堀ふれあいセンター玄関の窓ガラスの清掃も
行いました。窓ガラスは、一点の曇りも無いくらいにきれいにな
り、敬老祭の日は、にこやかな招待者の方々を迎えました。参加
された方々、本当にご苦労さまでした。次回は、来年、３月頃、
福祉部会と産業建設部会の委員の皆さんで実施する予定となって
おります。

