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太振通信
平成

太田地区新年交賀会
を開催します

30

分

年

月の行事予定

◆こだま学園
こだま学園
○日時＝ 日（金） 午前９時 分～正午
場所＝太田保育園
内容＝太田保育園との交流事業・小正月行事
（餅つき・お茶会など）
会費＝三百円～五百円（お菓子・昼食代）
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◆子ども映画会
ども映画会

30

月の行事予定

◆茶道教室（趣味講座）① 閉講式
日時＝１日（月）午後７時 分～
会場＝むらの家
講師＝市野川和子先生

日（月）午後７時～９時

◆文章講座（趣味講座）④ 閉講式
日時＝

会場＝太田振興センター 和室
講師＝遠藤謙吉先生

太田区長会、太田地区自治公民館長連絡協 ◆
こだま学園
こだま学園
日時＝ 日（木）午前９時～ 時頃
場所＝太田振興センター 大広間
内容＝太田保育園との交流事業
（太田保育園の生活発表鑑賞）
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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＝ふしぎな綿
だるまちゃんとだいこくちゃん

☆太田地区振興会・福祉部事業 ☆

ほのぼの子育てサロン・クリスマス会

太田地区振興会・福祉部では 月に引き続き
『ほのぼの子育てサロン・クリスマス会』を開催
いたします。子育て中の親や子が身近な場所に気
軽に集まり、情報交換や交流、子育ての悩みや不
安などを相談したり、くつろいだりする場の提供
を行います。
月 日（土）午前 時～ 時
・開催日時
・開催場所
太田振興センター
・参加対象者 ０歳～就学前の子供と保護者
（妊婦さんの参加も歓迎します♪）
・内
容
みんなで歌おう！クリスマスソング
リース作り、読み聞かせ
会食（おしゃべりタイム）
スタッフが手作りおやつ等を用意します
無料

費
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議会共催による平成 年「太田地区新年交賀
会」が花巻市長・地元花巻市議会議員他の
方々をお招きして、
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21

・会

10

12
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平成 年１月 日（月）
（成人の日）
例年行っている「
つき」は
※例年行っている
っている「餅つき」
午後
午後１
１時 分
小正月行事の時に行います
１月の小正月行事の
に開催する予定です。
（ 月 日の打合せ会 ◆
ふるさと
ふるさと会
会（郷土史研究講座）
日時＝ 日（金）午前 時～
で決定予定です）
会場＝太田振興センター 講義室
新年交賀会に参加を希望する方は「会券」
内容＝豆腐つくり他
をお買い求め下さい。会券は一枚千五百円
◆青葉婦人学級
（予価）で各地区の自治公民館長さんを通し
○日時＝ 日（金） 午後６時 分～８時
て販売するほか、太田振興センターでも販売
場所＝太田振興センター
しております。
内容＝閉講式と記念講演等
11

講師＝西條ユキコ先生
新しい年のスタートにあたり、皆様で親し
◆子ども映画会
ども映画会
くご懇談いただきたいと思います。
詳しくは太田振興センター
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日時＝ 日（月）午後１時～
会場＝太田振興センター 和室
上映内容＝ジャングル大帝・故郷( 分)
神様がくれたクリスマスツリー( 分)
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（ ―２１３４）
までお問合せ下さい。
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年度・第

46
回

西南地区文化祭
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地域安全マップ作りをおこないました

●太田保育園 生活発表会
日時＝ 日（木）午前９時～
会場＝太田振興センター
●太田保育園 にこにこひろば

太田保育園からのお知らせ

月 日（日）に、自分たちの地域の安全安
心について児童と保護者が一緒に交通事故発生
の危険性のある交差点や防犯上特に心配な個所
などを点検することにより、危険から自分を守る
方法や学習し、安全意識を高めることを目的とし
て地域安全
地域安全マップ
地域安全マップ作りが行われました。
マップ
当日は、太田小学校５・６年生の児童と保護者
の方々、スクールガード、交通安全協会太田分会、
防犯協会太田支部、交通安全母の
会、太田地区振興会、行政区長の
方々の参加をいただきました。７
グループに分かれて調査・作成方
法の説明を聞いてから、自分たち
の地域の危険個所を確認・撮影し、
地図に写真を貼り理由を記載して
マップをつくりました。

16

日時＝ 日（木）午前９時 分～ 時
会場＝太田保育園園舎
お家の人と遊びに来て下さいね。

月

日 ３時

分～２時

分～４時

分～４時

移動図書館（ぎんが号）巡回運行日程
太田振興センター

日 ３時
日 １時

部 歳末たすけあい募金に
支
ご協力をお願いします
田
花巻市社会福祉協議会太田支部では「み
太 んなで支え合う・あったかい地域づくり」
協 を合言葉に今年も歳末たすけ合い運動を
社 実施します。募金額は、一戸あたり二百円
を目標にしています。
昨年の歳末たすけ合い運動において地区の皆
様よりいただいた義援金の総額は十二万六千七
百円に達し、それぞれ地区内の必要世帯に配分い
たしました。
募金は後日、各班長さんが各家庭を回りますの
で昨年と同様に、地区の皆様方の絶大なご協力を
お願い申上げます。なお義援金は、市の配分委員
会を経て配分額を決定し年内中に花巻市内の必
要世帯にお届けいたします

白鳥からの御礼とご挨拶

毎年皆様からの多大の飼料（米くず等）
の供給のおかげで元気で地方に帰る
ことが出来たことを御礼申し上げます。
また、今年も家族・仲間をたくさん
引き連れて飛来する予定ですので、
温かく見守りいただけますよう
白鳥より
お願いいたします。 白鳥より

事務室から

★次回の「太振通信」は平成 年２月１日発
行です。
★太田振興センターは 月 日から１月３日
まで、太田地区社会体育館は 月 日から１
月３日まで休館となります。
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西南
地教振

平成 年度・第 回「西南地区文化祭」が、
月 日・ 日の両日、太田地区を会場に開催
されました。冷たい秋風が吹く曇りがちの天候で
したが、展示会場・発表会場共にたくさんの方々
に足を運んでいただきました。
展示部門（一般・農産物）や舞台発表部門にお
いて、地区のみなさんの日頃の活動の成果が発表
されました。
「夢と感動を語る会」では笹一小・
笹二小・太田小（寺澤小百合さん）・西南中・高
校生(花巻南高校)・太田地区一般（笹間利美さ
ん）
・笹間地区一般の７名が発表し、その堂々と
したすばらしい発表に訪れた皆さんは熱心に聞
き入っていました。
文化祭の開催にあたりま
しては、地区に皆さんに多
大なるご協力をいただき、
ありがとうございました。

11

