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コミュニティ会議【協議内容報告】
●第４回新堀地区まちづくりビジョン策定検討委員会

ビジョン「新堀地区ｺﾐｭﾆﾃｨ計画」素案を提示
新堀地区まちづくりビジョン策定検討委員会は、11 月 20 日（金）第４回検討会を開催しました。当日
は、新堀地区ビジョン「新堀地区コミュニティ計画」の素案が提
示され、その内容について意見交換を行いました。素案は、新堀
地区の概要、ビジョン策定の趣旨、地区の現状と課題、地区の将
来像で構成されており、それぞれの内容について綿密な検討が行
われました。この検討結果に基づいて、第２版の素案を策定し、
コミュニティ会議委員に提示し、意見を求めることとなりました。
（１２月３日発送しました。
）この結果を集約した後は、コミュニ
ティだよりを通じて、広く新堀地区民に提示し、意見を求める予
定となっております。

「環境学習パネル展」開催中～地球温暖化問題に理解を
新堀地区コミュニティ会議産業建設部会事業として、地球温暖化問題に関する学習パネルを展示しています。期
間は１２月１８日まで、展示場所は新堀振興センターロビー、展示しているパネルの内容は、
「身近にできる８つの
ＣＯ２ダイエット」
「地球温暖化のメカニズム」
「ヒマラヤの氷河」等です。振興
センターにお越しの際は、是非ご
覧のうえ、地球温暖化問題につい
て理解を深め、問題解決のために
何ができるか考えてみてください。

問題です！
この２つの地図は何を表しているのでしょうか。
答えは新堀振興センターへ来ればわかる（かも）

災害時の対応、日常の活動について研修視察
～新堀地区自主防災準備会「災害対策研修会」
11 月 27 日（金）に各区自主防災組織員等が、一関市消防本部及び祭畤大橋などを研修視察しました。
一関市消防本部では、高橋消防司令の説明により、自主防災組織の育成、自主防災組織リーダー育成の必
要性、災害救護訓練、地域密着型防災訓練及び自主防災組織の活動事例など
をパワーポイントの映像を見ながら研修しました。また、昨年の岩手・宮城
内陸地震の被害状況について、土砂ダムの復興状況及び祭畤大橋の現況を高
橋消防司令の説明を受けながら見ました。参加者は、人的被害の少なさにほ
っとしながらも、広範囲に亘る土砂崩れや祭畤大橋の被害の甚大さに改めて
地震の怖さを感じておりました。今後、各区の自主防災組織の活動に活かさ
れていくことと思われます。

「気仙呆け一座」公演を鑑賞～認知症高齢者への対応について学ぶ
新堀地区コミュニティ会議福祉部会は、去る１１月１５日（日）一関大東町の、大東コミュニティセン
ターで行われた演劇公演「広げよう!認知症への理解」の観賞を行い、福祉部会員等２５名が参加しまし
た。当日は、大船渡市を中心に活動している劇団「気仙呆け一座」による演劇が上演されましたが、演劇
の内容は、認知症高齢者との関わり方についてユーモラスに表現したもので、
同居する家族や近隣の住民が登場し、観客の方々は似たような経験をしたこ
とがあるのでしょうか、たくさんの笑い声があふれていました。しかし、演
劇ではそのような「こまった体験」ばかりではなく、
「こうすればうまくいく」
という場面も上演され、認知症高齢者介護の実務上、大いに参考となる内容
でした。演劇の最後には、
「ボケないための１０か条」が紹介されました。以
下、その内容を紹介します。参考にしてください。
①趣味・楽しみ・生きがいを持つ ②何にでも関心を持ち、感動する ③いくつになっても勉強しよう
④仕事や役割を積極的に持つ ⑤規則正しく、メリハリのある生活 ⑥食塩のとり過ぎ・食べ過ぎを避け、
成人病に注意 ⑦手足を動かして、いつも元気でハツラツと ⑧老いを受入れ乗り越えて、くよくよしない
⑨多くの人と交流を ⑩物忘れは要注意、相談は早めに
コミュニティ会議【協議内容報告】
●石鳥谷地域コミュニティ会議代表者会議

代表者会議を継続実施していくことになりました
石鳥谷地域内６地区のコミュニティ会議の第２回代表者会議が、１１月２５日（水）に各地区コミュニ
ティ会議代表者４名と、各振興センター局長５名が参加し、新堀振興センターにおいて開催されました。
会議は初めに、当新堀地区コミュニティ会議から、在京石鳥谷町人会親睦交流会に新堀小学校特設神楽ク
ラブと千刈田神楽保存会が出演したことが報告されました。協議では、今後の在京石鳥谷町人会への郷土
芸能団体出演に係る支援と、本石鳥谷地域コミュニティ会議代表者会議の継続について話し合われ、代表
者会議については、情報交換の場及び連携事業の推進のため必要であるということで、継続実施していく
こととなりました。今後、コミュニティ会議の事業が益々活発になるものと期待されます。また、在京石
鳥谷町人会への郷土芸能団体出演に係る支援については、今後の代表者会議の場で話し合いをしていくこ
ととなりました。
●新堀地区コミュニティ会議産業建設部会
１１月２２日（日）午前９時から、産業建設部会第４回会議が開催され、８名の部会員が参加しました。
協議内容は、平成１９年度及び２０年度に実施したアンケート調査において出された課題のうち、産業建
設部会に関わる部分についての対応についてということで、区長である委員が、あらかじめ自分の行政区
内の道路等の現状を確認したうえで、全３７件の課題について、対応を検討しました。

映像で昭和を回顧～高齢者ふるさと大学第４回学習会
１２月８日(火)、新堀振興センター主催の「高齢者ふるさと大学第４回学習会」が開催され、新堀地区
内高齢者４２名の方が参加しました。当日は、恒例のビデオ上映を行い、「日本人はるかな旅 そして日
本人が生まれた」と「映像でつづる昭和の記録（昭和43・44年）」の２本の作品を鑑賞しました。
「日本人
はるかな旅」では、縄文時代から弥生時代にかけて稲作文化が広まっていった状況について、また「映像
でつづる昭和の記録」は、昭和43年と44年に国内で起こった出来事として、三億円事件、東大紛争、沖縄
返還、アポロ１１号月面着陸などが紹介され、参加した方々は、昭和43
年代のニュース映像には懐かしそうな思いで鑑賞していました。学習会
終了後は、老人クラブ連合会主催の忘年会が行われ、和やかな雰囲気の
なかで親交を深めていました。

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。

応急手当普及員講習について

消防署石鳥谷分署の救急救命士、応急手当指導員が管内の皆様を対象に
「応急手当普及員講習Ⅰ」を開催いたします。
１ 開催日時 平成２２年１月２７日（水）～ 平成２２年１月２９日（金）
８時３０分～１７時３０分（３日間、講習を受けられる方に限ります）
２ 開催場所 花巻市石鳥谷保健センター
３ 申込み先 消防署石鳥谷分署
４ 受付期間 平成２１年１２月１日（火）～ 平成２２年１月２２日（金）
５ その他
受講料は無料です。
※問い合わせ先；石鳥谷分署 ４５－２１１９担当 畠山孝悦 高橋健一

石 鳥 谷 交 番

年末年始特別警戒活動の実施について

実施期間は、１２月１５日(火)から１月３日（日）までの間です。
年末年始は特に「空き巣や事務所荒らし等の窃盗事件」
「路面凍結等による交通事故」
等の事件・事故の増加が予想されます。
このような事件、事故にあわないために、「鍵掛けを励行する」「道路状況に応じた
安全運転に務める」等に心掛け、年末年始を安心して過ごしましょう。

新堀保育園

万一に備え対応確認

１１月２６日に石鳥谷交番所長さんに参加していただき、万一に備え
ての不審者訓練を行いました。保育士扮する不審者が園庭をウロウロし
ているところを、素早く発見、園長対応・・・
（年１回職員の不審者への
対応確認の訓練をしています。
）
集会では、所長さんが「自分たちの周りの大人の顔をしっかり覚えて
おくんだよ」とお話しされていました。地域の皆様から見守られながら
元気に育っております。これからもよろしくお願い致します。

12･1月の行事予定 12/17 ふれあいクリスマス 12/19 クリスマスお遊戯会 12/25 誕生会
1/4 安全の日 1/14 なかよし広場（みずき団子）

新堀小学校

ファンファーレバンド引継中

７日（月）からファンファーレバンド
の引継練習が始まりました。教わる５年生は、リズムをしっかり覚え
よう、音を出すには、ドレミファソラシドの指の押さえはと真剣に取
り組んでいました。６年生は、手本
を示しながら、温かい眼差しでしっ
かり教えています。引き継ぐ日は、
来年の２月２６日（金）の６年生を
送る会です。それまでにしっかりと教え、覚えて欲しいです。

新堀地区コミュニティ会議・新堀振興センター

花巻市から
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平成 22 年度市・県民税の申告相談の
日程が決まりました。

■石鳥谷地域（会場は石鳥谷総合支所 3 階フロアーです。）
※申告受付時間（午前）9 時～11 時 （午後）1 時～4 時
対象行政区
期
日
午
前
午
後
15 日(月) 八幡第１・２
八幡第３～５
16 日(火) 八幡第６・７
石鳥谷第１～３
２ 17 日(水) 石鳥谷第４・５
石鳥谷第６～８
月 18 日(木) 石鳥谷第９・１０
石鳥谷第１１～１３
19 日(金) 石鳥谷第１４・１６
石鳥谷第１５・１７
22 日(月) 石鳥谷第１８・１９
新堀第１～３
5 日(金) 新堀第４・５
新堀第６・７
３
8 日(月) 新堀第８・八重畑第１ 八重畑第２・３
月
9 日(火) 八重畑第４・５
八重畑第６・７
10 日(水) 八重畑第８・９
八重畑第１０～１２
■まなび学園（３階） 平成 22 年 2 月 4 日～3 月 15 日(土日祝日除く)
■大迫地域（大迫総合支所 2 階大会議室）
①平成 22 年 2 月 23 日～2 月 26 日②平成 22 年 3 月 11 日～3 月 15 日
■東和地域（東和総合支所第１会議室）
①平成 22 年 2 月 4 日～2 月 12 日②平成 22 年 3 月 1 日～3 月 4 日
【問い合わせ】本庁市民税課（℡２４－２１１１内線２３４）
石鳥谷総合支所税務会計係 （℡４５－２１１１内線２１６）

平成 2２年新堀地区新年の集い

慶弔欄は省略します。

振興センター
か ら

新堀地区コミュニティ会議では、恒例の『新堀地区新年の集い』を
開催いたしますので、地区の皆様には、ぜひ参加下さるようご案内い
たします。なお、現在各自治公民館長の皆様に取りまとめを依頼して
おりますので、お申込みは１２月１８日(金)までに各公民館長さんへ
お願いします。
◎日時 平成２２年１月１０日（日）午後２時
◎会場 新堀振興センター講堂
◎会費 ２，０００円

生け花・ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ講座のご案内
新堀振興センターでは『生け花・ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ講座』を下記により
企画しております。年末やお正月の生活空間に華やかさを添えてはい
かがでしょうか。皆様の受講をお待ちしたしております。
◎期 日
平成 2１年１２月 27 日（日）午後６時３０分
◎場 所
新堀振興センター 会議室
◎材料費
2,000 円
◎申込み
平成 2１年 12 月 2１日(月)まで
●新堀振興センター事務室より

平成２１年度新堀学びと文化の里ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ写真展

新堀地区の皆様には、この 1 年
間様々な場面でお世話になり、感
・期間：平成２１年１２月２１日(月)～平成２２年１月２４日（日）
謝申し上げます。どうか体調に留
午前８時３０分～午後５時（土曜、日曜日も開催）
意され、よいお年をお迎えくださ
いますようご祈念申し上げます。
・場所：新堀振興センターロビー
（鎌田・菊池）

