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平成21年度第１回青少年健全育成セミナー開催される
10月１日（木）新堀振興センターにおいて、第１回青少年健全育成セミナーが、花巻市教育委員会スクー
ルソーシャルワーカーの高橋和宏先生を講師にお迎えし、開催されました。講演には、新堀保育園高橋園長
始め保育士の方々と父母の会会員、新堀小
学校平野校長始め教員と小学校ＰＴＡ会員
及び石鳥谷中学校の保護者の方々、47名が
参加しました。始めに、佐々木新堀地区教
育振興協議会長が子どもを取り巻く環境と
読書の大切さに触れながら挨拶を行った後、
高橋和宏先生が「読書と学力向上」という
テーマで講演を行いました。参加者は、自
分の子どもに係わることでもあり、先生の
年齢によって読書の方法が違うこと、読ま
せる本も違ってくること、子どもに読書を
勧めるためには親も読書に親しむ必要があ
ること等のお話を熱心に聞いておりました。
講演の後、質疑応答では、参加者からの質
問に丁寧に答えていただきました。
次回の青少年健全育成セミナーは、11月13日（金）に「携帯電話使用による犯罪に合わないために」
（仮
題）というテーマによる講演会を行う予定です。

第４回役員会及び第３回ビジョン策定検討委員会
９月14日（月）第４回新堀地区コミュニティ会議役員会が開催されました。会議では、21年度、これまで
の事業の進捗状況が、各部会から話された後、今後の予定について話し合いがされました。また、本年度こ
れからの事業の進め方と平成22年度の事業の検討のため、９月下旬から10月中旬までに各部会で会議を開く
ことが決まりました。
最後に、在京石鳥谷町人会親睦交流会に出演する郷土芸能団体への支援について協議が行われ、支援を行
うことが決定されました。出演する団体は、新堀小学校神楽クラブと千刈田神楽保存会となりました。
同日、第３回新堀地区まちづくりビジョン策定検討委員会が開催され、提案されたそれぞれのビジョンに
ついて協議しました。検討の結果、提案された中の１つのビジョンを中心に事務局長等で素案を作成するこ
とになりました。素案は、11月中旬の次回のビジョン策定検討委員会で検討されることになります。

各自治公民館に防災用具が配付される
日赤岩手県支部から交付される「地域防災活動支援交付金」を活
用し、９月11日（金）各自治公民館に「救急箱」と「メガホン」を
配付しました。救急箱の中身は、ホウタイ、ガーゼ、はさみ、ピン
セット等です。今後、各自治公民館に保管し、災害時等に役立てて
いただくことになります。

第３回福祉部会
新堀地区コミュニティ会議福祉部会は、９月25日（金）新堀振興センター会議室において、３回目の会議
を開催しました。柳田タエ子副部会長が協議の進行役を務め、今年度事業の具体的実施内容について検討を
行った結果、「地域福祉支援事業」については、高齢者介護に関する寸劇の上演活動をしている大船渡市の
いちざ

団体「気仙ボケ一座」の公演を、11月15日（日）に一関市の会場で観賞することなりました。また、10月19
日（月）には、石鳥谷保健センター保健師と、包括支援センター介護支援員を講師として、高齢者の寝たき
り予防等を目的とした「シニアリフレッシュ講座」と高齢者、女性を対象とした「料理教室」を行うことを
決定しました。なお、来年度以降の事業実施については、今年度事業が大方終了した後、それらの評価を踏
まえて検討することとしました。

「シニア・リフレッシュ講座」

寝たきりにならないための講話を聞き、運動を体験します。
対象者

「料理教室」
「開催案内」

新堀地区内高齢者（65 歳以上）

雑穀を使った新メニューを学習します。
対象者

新堀地区内高齢者（65 歳以上）及び女性

日 時

：平成 21 年 10 月 19 日（月）午前 9 時 30 分

場 所

：新堀振興センター講堂

参加申込みは、10月16日（金）までに新堀振興センターにお願いします。

文化祭企画会議
９月 25 日（月）
「新堀学びと文化の里フェスティバル」企画会議が開催されました。出席者は、文教部会
長、同副部会長、同部会員、新堀商工振興会長、地区自公連会長等 21 名で、佐々木順悦文教部会長の進行
により、開催要綱等を協議しましたが、内容が最近マンネリ化しているという意見があり、佐々木部会長が
指名した委員により再度協議することとなりました。
第２回の企画会議は、10 月６日（火）に開催され、最近の文化祭は来場者が少ないという指摘があり、
どうしたら多くの方に見に来てもらうかという視点から、舞台発表の次第の変更や新たな企画の実施につい
て協議しました。この結果をもとに、10 月 20 日（火）実行委員会を開催し、内容について正式決定するこ
ととなりました。

第 3 回戸塚森環境整備懇話会・第３回産業建設部会
戸塚森環境整備懇話会と産業建設部会が、10 月９日（金）に開催されました。戸塚森環境整備懇話会で
は、本年度の活動目標であった森林公園内の道標の設置と施設注意看板の設置が話し合われ、設置内容が決
まりました。また、植栽活動については、10 月 31 日（土）に、
「ヤマモミジ」10 本を森林公園西側の土膚
が露出している場所に植えることを決定いたしました。なお、来年は、多くの地区民とともに「植樹祭」を
実施しようということになりました。
産業建設部会では、21年度事業の進捗状況、後半の事業そして19年、20年に実施したアンケート要望の処
理状況について話し合いました。アンケート要望については、再度、その後の状況を確認して、対応を協議
することとなりました。

和気あいあいの 親子ソフトバレーボール大会
10月4日に新堀小学校体育館にて、「第14回 新掘地区
親子ソフトバレーボール大会」が開催されました。
今年は29チームの参加があり、各チーム打っては拾う
激しいラリーの中にも微笑ましいプレーもあったりと
大いに盛り上がる大会となりました。
接戦の結果、優勝はヨッシーチーム（七区）、準優勝
は８区チーム、３位は、肉Ｂチーム（２区）と五区Ａチ
ームとなりました。
選手の皆様たいへんお疲れ様でした。

よろず掲示板
消防石鳥谷分署

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。

「消えるまで

ゆっくり火の元 にらめっ子」！

11 月 9 日（月）から 15 日（日）までの 1 週間「秋の火災予防運動」が実施されま
す。
この運動は、空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節を迎えるにあたり、ひとり一
人が、火災予防に対する意識を持つことにより火災による悲惨な焼死事故や貴重な財
産の損失を防ぐため、毎年、11 月 9 日（月）から 15 日（日）までの 1 週間を「秋の
全国火災予防運動」と定め、本年度は「消えるまで ゆっくり火の元 にらめっ子」を標語に、火災への注意を
呼びかけています。この機会に、ご家族などと話し合い防火意識を高めましょう。

お問い合わせ 花巻市消防署石鳥谷分署まで
電話 45－2119

石
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反射材の普及促進及びライトの早め点灯の推進
○夕暮れ時は危険がいっぱいです！
帰宅や買い物等で交通量が増加し、同時に交通事故も多発します。

○歩行者は反射材を活用しましょう。
・反射材は靴等の動く部分に付けるのが効果的です。
・反射材があっても夜間に道路を歩く時には、十分車に注意
しましょう。

新堀保育園

みんな がんばったよ

10月３日（土）は、第53回の運動会でした。前日からの雨に、
「明日は絶
対晴れる」と願っていたのですが．．．．．当日は苦渋の決断、２年連続小学
校体育館で行いました。さんさ太鼓での入場から最後の種目の紅白リレー
まで、大歓声の中一生懸命がんばる子どもたちは、うれし泣き、くやし泣
き、応援する大人はもらい泣き、笑いあり、子どもたちから沢山の感動を
もらった運動会でした。

10月、11月の行事予定 10/15園児健康診断 10/16いも堀り 10/22サッカー教室 10/23交通安全教室
10/27焼き芋会 10/30誕生会 11/4秋の交通安全教室 11/6カレーパーティ 11/12なかよし広場

新 堀 小 学 校

皆さんで、学習発表会をご覧ください
１０月１日に市内陸上記録会が開催されました。選手は今ま
での練習の成果を十二分に発揮し、自己ベスト記録を塗り替え
ることが出来ました。また、応援の子ども達も声を限りに応援
を繰り広げ、選手達を一層励ますことが出来ました。
さて今度は学習発表会に向けて、一生懸命練習に励んでいま
す。子ども達の成長の様子やがんばる姿を是非ご覧いただきた
いと思います。

学習発表会
日 時 平成２１年１０月２４日（土）
９：００～１１：４５
場 所 新堀小学校 体育館
昨年の学習発表会より

新堀地区コミュニティ会議・新堀振興センター

平成 21 年 10 月 15 日発行

第 30 号

新堀点描

新堀小学校神楽クラブが舞を披露予定
11 月 1 日（日）に東京上野「精養軒」で行われる在京石鳥谷町人会
親睦交流会に新堀小学校神楽クラブが出演し、舞を披露する予定です。
出演するのは、５年生、６年生の９名で、
「膳舞」を舞うことになっ
ています。神楽クラブは、毎年、新堀小学校の「学習発表会」、新堀地
区の「敬老祭」、
「学
びと文化の里フェ
スティバル」で舞
を披露しています。
出演する子ども達
は、その日を楽し
みに修練していま
す。また、在京石
鳥谷町人会の方々
も待ち遠しく思っ
ているとのことで
す。

慶弔欄は省略します。

（写真は、９月 12 日の敬老祭の時の演舞の様子です。
）

新堀振興セン
ターから

新堀学びと文化の里フェスティバル～展示作品、出演団体募集

恒例の「新堀学びと文化の里フェスティバル」今年は、１１月７日（土）８日（日）に
開催されます。実行委員会では、展示部門に作品を出品してくださる方、舞台部門で発表
してくださる団体を募集しています。
●募集作品
・絵画 ・図画 ・写真 ・水墨画 ・書 ・短歌 ・俳句 ・川柳 ・生け花
・ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ ・造花 ・パンフラワー ・盆栽 ・彫刻 ・手工芸 ・陶芸 等
●出演募集団体
・音楽 ・舞踊 ・神楽 ・体操（太極拳、ヨガ等） 等活動団体
出品、出演の申し込みについては、新堀振興センターへお問合せください。
たくさんの応募をお待ちしております。（締切：10月30日）
文化祭の詳細については、11/1 発行のチラシにてお知らせします。

「花巻市活力あるまちづくり表彰 2009」において表彰されました！
10 月６日（火）ホテルグランシェール花巻において、畠山信一さんと福山キヨさんが、花巻市活力ある
まちづくり表彰の「民生安定部門―環境表彰」を受章されました。お二人とも、長年に亘り、地域の清掃、
環境活動に貢献したことが認められたものです。心からお祝い申しあげます。

花巻市から

教育委員会文化財課からのお知らせ
教育委員会文化財課では、遺跡の保護のために、市内にある遺跡の場所と範囲の確認調査を平成 20 年度
から行っています。本年度は昨年度に引き続き、石鳥谷地区を調査の対象とし、主に北上川東側の新堀・八
重畑地域を中心に調査を行います。
調査の方法は、文化財課の職員を含む２～５人程度で、原野等を踏査しますが、調査中に田畑に入る必要
がある場合、花巻市の腕章をつけた職員がご了解を得てから行うものとします。なお調査の期間は 10 月下
旬から 11 月末までを計画しておりますので、文化財保護のためご理解をいただきますようお願い申し上げ
ます。
【担当】 花巻市教育委員会 文化財課 埋蔵文化財担当
電話 0198－45－1311（内線 352） 高橋

