＜小さな市役所＞

松園振興センターだより
平成２４年４月１日 第５７号

住所：〒０２５－００６６
花巻市松園町４番地３
松園振興センター
（花巻市技術振興会館）
電話・FAX：２３－４５４５

山野草教室（第１回）の受講生募集！

松園ゆうゆう学級は楽しく学習し、健康で明るく楽しい生
活を送っていただくための講座です。
★対 象 松園振興センター管内に居住する概ね６０歳以
上の方
★期 間 ５月から２月までの期間で毎月１回（８月はお休
み）
、計９回の開催予定
★定 員 ３５名
★内 容 講話、健康や暮らしの講座、移動研修等
★申込み ４月１０日（火）から５月１１日（金）までの間
に電話（℡２３－４５４５）又は直接お申込みく
ださい。先着順で受け付けをいたします。
★その他 受講料は無料ですが、移動研修時の昼食代、入
館料等のみ自己負担となります。
☆☆☆開講式・記念 講 演☆☆☆
日
時 ５月２９日（火）午前１０時００分
場
所 松園振興センター 研修室
記念講演 「人生後半がおもしろい！」
講
師
ほのぼの塾 塾長 油井 明さん

行政区長

民生委員児童委員のご紹介

松園振興センター管内の行政区長、民生委員児童委員をご
紹介します。行政区長の任期は平成２６年３月３１日、民生
委員児童委員の任期は、平成２５年１１月３０日までとなり
ます。
（敬称略）
行政区
区
長
民生委員児童委員
松園町一区 清水 徹
関口 明子
松園町二区 木村 武司（新任） 橘 クミ子
田中 抄織
松園町三区 高橋 勲
区長と同じ
松園町四区 白藤 公保
稲田 作子
吉田 民子
松園町五区 原田 耕平
原田 セイ子
新
田 清川 浩幸（新任） 中野 千枝子
花巻北地区主任児童委員
高橋 節子

山野草教室は自然に親しみ、様々な植物に目を向けて
学習する講座です。今年度は４回の開講を予定してお
り、第１回の受講生を募集します。
◇日 時 ５月１８日（金） 午前９時００分出発
午後４時００分頃解散 ※日居城野運動公
園第３駐車場（振興センター東側）に、８時
５０分までに集合してください。
◇場 所 北上市 国見山
◇講 師 安藤 勝夫さん／鎌田 一三さん
◇定 員 ３０名（松園振興センター管内に居住の方）
◇費 用 １００円（保険代） ※当日集金します。
◇持ち物 昼食、水筒、雨具、メモ帳、筆記具など
◇服 装 スニーカーまたはトレッキングシューズ
※山歩きに適した服装でお越しください。
◇申込み ４月１０日（火）午前８時３０分より、先着
順で受付けます。振興センターへ電話（℡２
３－４５４５）でお申込みください。申込み
開始日は、来館されての申込みを受付けいた
しませんのでご注意ください。
なお、申込みはご本人または同居のご家族の
分のみとさせていただきます。
【今年度山野草教室の予定】
第２回
６月 ５日（火）室根山（一関市）
第３回
７月１０日（火）御在所湿原（八幡平市）
第４回 １０月 ５日（金）須川高原（一関市）
※各回とも１カ月前の松園振興センターだよりで募
集告知をします。

今年度は２路線を新規に着工しま す
３月２１日、市主催の土木施設整備要望説明会が開催
され、当地区では２路線の着工が決定しました。
＜決定路線＞
①市道松園西７号線 ５００ｍの現道舗装 場所は
三区高速道西側 今年度着工、２５年度完成予定
②市道烏森北中線 ３００ｍの歩道設置 場所は四
区イルクオーレ信号交差点から花巻北中学校まで
今年度着工、２７年度完成予定

４月の振興センター等行事
３日（火）区長辞令交付式 １９：００
振興センター 研修室
２４日（火）市政懇談会 １８：３０
振興センター 研修室
２７日（金）平成２４年度コミュニティ会議総会
１８：３０ 振興センター 研修室

①市道松園西７号線

②市道烏森北中線

フ ラダ ンス教室の受講生を募集します
フラダンスは癒しの音楽で、若い方から年配の方まで無理をせず
楽しみながら、心身の健康づくりができるダンスです。
◆日 時 ５月１４日（月）
・２１日（月）
・２８日（月）
、６月１２
日（火）
・２５日（月） いずれも、午後１時３０分から
３時３０分まで 全５回
◇場 所 総合体育館 ２階多目的ルーム
◆講 師 駿河 定子さん
◇定 員 ２５名
◆費 用 無料
◇服 装 長めのスカートかパレオを着用し、靴下で踊ります。
◆申込み 松園振興センターへ４月２７日（金）までにお申込みく
ださい。先着順とします。

「春季市政懇談会」開催のお知らせ
市では、協働のまちづくりを推進し、市民、行政相互の理解を深
めるために、市政懇談会を開催致します。
内容は、平成２４年度の花巻市の予算及び主要な事業について市
からの説明を行い、市民の皆様からの意見や提言をいただきます。
【日時】４月２４日（火）午後６時３０分～(1 時間 30 分程度)
【場所】松園振興センター 研修室
・担当 市民協働参画課
℡２４－２１１１ 内線４２０

犬の 登録 と狂犬病予防注射を実施します
犬の飼い主は、一生に１度の登録と毎年１回の狂犬病予防注射が
義務付けられています。
●対象・・・①生後９１日以上の未登録の犬
②登録済みで未注射の犬
●料金・・・①未登録の犬・・・６，１００円
（登録３，０００円、注射３，１００円）
②注射のみ・・・・３，１００円
●日程（当地区と花巻保健センターの日程のみ掲載）
・４月１４日（土）
１４：２０～１５：２０ 花巻保健センター
・４月１５日（日）
９：２０～１０：２０ 日居城野運動公園第３駐車場
１４：１０～１５：１０ 花巻保健センター
※都合がつかないときは、市内の動物病院でも登録手続と注
射が受けられます。
【問い合わせ先】 花巻市役所生活環境課 ℡２４－２１１１

お世 話になりました
この度の人事異動により、生
活環境課に異動することになり
ました。振興センター設立から
５年の間、地区の皆様からたく
さんの暖かいご指導とご協力を
いただき心から感謝をしており
ます。ありがとうございました。
後任は、議会事務局から
藤原康之さんが、着任していま
すので、引き続きよろしくお願
いいたします。
（大和俊宏）

【４月の学校・保育園行事】
《桜台小学校》℡２４－６０６６
５日（木）始業式
６日（金）入学式
２１日（土）授業参観日
《花巻北中学校》℡２４－８７６６
４日（水）始業式
５日（木）入学式
２１日（土）ＰＴＡ総会
２８日（土）体育祭
《日居城野保育園》℡２３－２７６９
４日（水）入園式
《松園保育園》℡２４－６６０５
２日（月）入園式

◎桜台交番からお知らせ
平成２４年春の全国交通安全運動の実施
【スローガン】
車にも 乗せようマナーと 思いやり
【運動期間】４月６日から４月１５日まで
【運動重点】
○子どもと高齢者の交通事故防止
○自転車の安全利用の促進
○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
○飲酒運転の根絶
「自転車安全利用五則」を遵守して、
自転車による交通事故を防止しましょう。
安全利用五則とは…①自転車は、車道が原
則、歩道は例外 ②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
④安全ルールを守る（飲酒運転・二人乗
り・並進の禁止、夜間はライトを点灯、
交差点での信号遵守と一時停止・安全確
認） ⑤子どもはヘルメットを着用
桜台交番 ℡２２－４１１０

☆移動図書館運行日程★
４月５日（木）
、５月１０日（木）
日居城野保育園
１０：０５～１０：３５
天下田住宅バス停前１０：５０～１１：２０

２月末日現在の行政区毎の世帯数と人口一覧を紹介します。
（資料：市民登録課）
行政区
世帯数
人 口
男
松園町一区
１９０
４８７
２１８
松園町二区
４５２
９８６
４３８
松園町三区
２４８
６８３
３４１
松園町四区
７３１
１，９２６
９１５
松園町五区
３４８
８８８
４１０
新
田
１３５
３６４
１７６
合
計
２，１０４
５，３３４
２，４９８
（前月比）
（±０）
（－６）
（－２）
※上の表には、外国人登録者数を含んでおりません。

女
２６９
５４８
３４２
１，０１１
４７８
１８８
２，８３６
（－４）

