● 青葉婦人学級
▽日時＝６月 日（水）
午後６時 分～午後８時 分
▽会場＝太田振興センター 大広間
▽内容＝開講式と記念講演
青葉婦人学級は今年度も太田振興センタ

も子」と題してご講演をいただきます。
……………………………
開講式後の青葉婦人学級の行事は次の通り

６月の行事予定

◆市民総参加早朝一斉清掃
市民総参加早朝一斉清掃◆

日曜日）朝６時～７時
日（日曜日）

◆山野草観察会 ③

６月
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◆ふるさと会
ふるさと会（郷土史研究講座）
日時＝ 日（木）午前９時 分～
内容＝拓本取りについて学習
講師＝博物館 寺澤尚副主幹
〃
中島明子上席副主任

日時＝ 日（月）午前９時 出発
行き先＝薬師岳（花巻市）

2

太振通信
青葉婦人学級
開講します
こだま学園
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ーと各自治公民館を会場として、年 回の予
定で開催します。
第１回目は、開講式に引き続き、蟠龍寺（紫
ごみを拾う犬 も
波町）の中野英明
中野英明住職
中野英明住職に「
住職 「ごみを拾
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○日時＝６月 日（木） 午後７時～８時 分
場所＝清水町公民館
講師＝佐藤幸子 先生
内容＝「昔話」を楽しもう
○日時＝６月 日（月） 午後７時～８時 分
場所＝大森公民館
講師＝及川礼子 先生
内容＝「３Ｂ体操」を学ぼう
○日時＝７月４日（金） 午後６時半～８時半
場所＝泉畑公民館
講師＝畠山 先生
内容＝「デコパージュ」を学ぼう
○日時＝７月 日（月） 午後７時～８時 分
場所＝姥宿公民館
講師＝新渕久郎 先生
内容＝「ニュースポーツ」を体験しよう

◆生花教室（趣味講座）②
日時＝３日（火）午後７時 分～９時
会場＝太田振興センター 講義室

分～

◆着付教室（趣味講座）②③
・ 日（月）午後７時～９時
日時＝９日（月）
会場＝太田振興センター 大広間

◆茶道教室（趣味講座）②
日時＝ 日（月）午後７時
会場＝むらの家
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平成 年度の「青葉婦人学級」と「こだま
学園」が６月から始まります。
……………………………
● こだま学園
こだま学園
▽日時＝６月 日（金）
午前９時 分～午前 時 分
▽会場＝太田振興センター 大広間
▽内容＝開講式と記念講演
▽会費＝千円
30

(右下に続く)
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◆陶芸教室（養護学校共催事業）③
日時＝ 日（水）午後７時～９時
会場＝県立花巻養護学校 窯業室
講師＝柳田陽一先生ほか
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◆子ども映画会
ども映画会

日時＝ 日（月）午後２時 分～
会場＝太田振興センター 和室
上映内容＝内容未定
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こだま学園は、楽しく学習し、共に交流し
合うことを目的として、今年度も移動研修や
交通安全教室、健康講座、ニュースポーツ体
験、小正月行事など６月から来年２月までに
回の予定で開催します。
第１回目は開講式に引き続き、高瀬清和
高瀬清和
先生
先生に記念講演をしていただき、その後に
昼食懇親会を開催します
申込みは各単位老人クラブの会長さんの
ところで取りまとめています。
たくさんの方の参加をお待ちしております。
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第１３号
平成２０年６月１日号 太田振興センター発行「太田振興センターだより」

太田むらの家「ふるさと交流会」開催します
○ たくさんの皆さんのお越しをお待ちしております ○
６月１４日（土曜日） 午前９時から 午後 3 時まで
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今年度も織物教室（裂き織り）を開設にするに
あたり、新規受講生を募集しています。お問合せ・
お申し込みは太田振興センター（ -２１３４）

☆織物教室 新規受講生を募集！☆

笹間振興センターと共同開催の山野草観
察会が、今年度も始まりました。第１回目
安ヶ沢
は４月 日に開催され、西和賀町の安
カタクリ群生地まで足を伸ばしました。今
カタクリ群生地
群生地
年は春からの好天のため花が早かったらし
くちょっと最盛期を過ぎていましたが、直
前に新聞にも掲載された「カタクリとオオ
ヤマザクラ」など見ごたえは十分でした。
また普通は紫の花びらが６枚のカタリクで
すが、白いカタクリや花びらが７枚のカタ
リクなども観察することができました。
第２回目は５月 日に開催され、葛巻町
の平庭高原
平庭高原へ行きました。平庭高原は日本
平庭高原
一の三百ヘクタールのシラカバ林が広がっ
ており、新緑の高原を堪能してきました。
もう一つの楽しみだったツツジの方はまだ
早かったらしく、今まさに花開かんとして

山野草観察会を開催

▽日時＝６月 日（水）から全６回を予定
午後１時 分～３時 分
▽講師＝鈴木光子
鈴木光子先生
鈴木光子
▽会場＝むらの家
▽費用＝材料費実費

アメリカシロヒトリ防除器具を貸出します
今年度も、手動式噴霧器および高枝切りハサミ
を太田
太田振興
太田振興センター
振興センターで貸出いたします。
センター
自治公民館や地区自治会などで使用される場合
環境衛生担当）で
は、動力噴霧器を生活環境
生活環境課
生活環境課（環境衛生担当）
貸出いたします。
お問合せは太田振興センター（ -２１３４）か、
生活環境課（ -２１１１内線２６７）まで
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例年ご協力いただいております、西南地区教育
振興協議会の平成 年度年間会費（一戸あたり千
円）を、今年度も各行政区長をとおして納入して
下さいますようお願いいたします。

移動図書館（ぎんが号）巡回運行日程
太田振興センター前６月 日 ３時～３時 分
（基本的に第４木曜日）
太田農協前
６月 日 １時 分～２時
（基本的に第２水曜日）
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西南地区教育振興協議会より会費納入のお願い いるところでした。
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むらの家管理運営協議会では、
太田楽しいうたの会などの協力
を得ながら、太田地区民と楽しい
合唱交流を主体に地元農産物の
紹介を兼ねて「ふるさと交流会」
を開催いたします。
▼日時＝６月 日（土曜日）
午前９時～午後３時
▼場所＝太田「むらの家」施設
交流館・工芸館・水車
小屋。雨天時は太田地
区社会体育館も使用
▼行事
・合唱交流（うたまつり）
時 分～ 時
・バルンアート ９時 分～
時～
・餅つき
時 分～
・餅撒き
▼展示
・裂き織りの作品
・七宝焼きの作品（学童クラブ等）
▼実演
・水車小屋での小麦・ソバ挽き
・ソバ打ち（婦人会による）
・裂き織り（織物教室による）
▼販売
・ソバと餅
・地元農産物

ｋ
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