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（太田地区振興会だより）
平成２９年５月１５日 ６８号

太田地区振興会
〒025-0037
花巻市太田 32-163-3
TEL.FAX
29-4481
メールアドレス：

ootatiku@gmail.com

■ 「平成２９年度太田地区振興会定期総会」が開催されました。
４月２０日(木)午後６時より太田地区振興会定期総会が開催されました。議長に柴林の浅沼賢一氏を迎え、代
議員７３人が出席しました。(うち委任状２２提出) ２８年度の事業報告及び収支決算を始め、２９年度の事業計
画及び収支予算等提案された議題は、全て
原案どおり承認決定されました。
指定管理施設の適切な管理運営と太田地域
づくりビジョンに基づき<地域の活性化につな
がる産業振興をはじめ各分野から提案された
事業の推進に取り組んでいきますので皆様の
ご協力を宜しくお願い致します。
〈 定期総会の様子 〉

■ 太田地区振興会役員、監事が改選されました。
太田地区振興会の新役員をご紹介致します。
新役員 監事 阿部 あき子さん
戸来 良子さんにおかれましては、今まで振興会の監事としてご尽力いただきありがとうございました。
自然探訪教室①「刺巻湿原、西木町かたくりの郷」

に行ってきました。
４月２１日（金）に自然探訪教室
の受講生の皆さんは、秋田県の
刺巻湿原と西木町のかたくりの
郷を散策しました。刺巻湿原は
一面満開のミズバショウでした。
かたくりの郷では、栗林一帯に
広がるかたくりの群生の中を歩
きました。帰りに田沢湖の展望台
にて山が湖面に映る見事な絶景
を観ることが出来ました。

５月の予定
◆西南地区茶道教室①
日時：１８日(木)９:３０～
場所：むらの家
講師:藤原律子先生

◆こだま学園開講式
日時：３０日(火)９:３０～
場所：太田振興センター
内容:「認知症」ってどんな
気持ち?認知症の理解
と介護のポイント
講師:岩手中部病院の職員

【学校関係】
◆清風支援学校運動会
日時：２０日(土)９:１０～
場所:花巻市民体育館
◆太田小学校運動会
日時：２０日(土)８:４０～

〈田沢湖の展望台にて〉

〈かたくり群生地の様子〉

６月の予定
◆ふるさと会
日時：１３日(火)８:４５～
太田振興センター集合
内容：移動研修（奥州市）
後藤新平記念館等
参加費:１,５００円

◆こだま学園
日時：２0 日(火)9:30～
場所:太田地区社会体育館
内容:心も体も元気になる体
操を学ぼう!
講師:DR フィット 照井先生

◎農協太田支店前
1４日（水）13:２0～1３:４0
◎太田振興センター
1５日（木）1４:５0～15:２0

生活環境部会

自然保護カタクリ花移植事業

４月２９日（土）に高村山荘
にて生活環境部の皆さんに
よりカタクリの花の移植が行
なわれました。かたくりの根
は長く、下の方に球根もある
ため根を傷めないように丁
寧に移植しました。来年きれ
いに咲くことを願い部員の
方々は、取り組みました。
〈カタクリの花を移植した部員の皆さん〉

特定健康診査のお知らせ
平成２９年度の特定健康診査の日程は下記のとおりです。
日にち
時 間
会 場
６月１３日(火)
9:30～11:00
上太田山関振興会館
13:30～15:00
柴林公民館
６月１４日(水)
9:30～11:00
清水町公民館
13:30～15:00
大森公民館
６月１５日(木)
9:30～11:00
下坂井振興会館
13:30～15:00
太田振興センター
６月１６日(金)
9:30～11:00
太田振興センター
13:00～15:00
太田振興センター
○問合せ先 市健康づくり課 ２３－３１２１

新規受講生を募集します!
●こだま学園の受講生を募集します。地区の概ね６０才以
上の方であればどなたでも申込み出来ます。問合せは、太
田地区振興会または各地区の老人クラブの代表まで。
●茶道教室も新規受講生を募集しております。初心者の方
大歓迎です。ご興味あります方は振興会まで。

平成２８年度太田地区振興会収支決算書
（１）収入の部

単位：円

科目

予算額

決算額

1 交付金

6,240,000

6,240,000

1,000

35

6,241,000

6,240,035

2 雑
合

入
計

比較

事業内容
0 花巻市地域づくり交付金

△965 貯金利息
△965

（２）支出の部
科目

単位：円

予算額

決算額

1,910,000

2,039,176

129,176

当

740,000

811,469

71,469

②事務費

510,000

657,887

240,000

239,320

420,000

330,500

4,331,000

4,200,859

１ 事務局費
①手

③会議費
2 事 業 費

比較 事業内容
会長、事務長 600,000 時間外手当、賃金 130,729 交通費他 80,740

147,887 ＯＡ機器修理、事務用品、消耗品、通信費等
役員会費（会議出席日当・お茶代等）
△90,180 作成
専門部会費（会議出席日当・お茶代等）
△130,141
・活動保険 ・八方山健康ウオーキング ・雪上かまくら交流
・小型除雪機保険、修理費助成 ・青年代表、女性代表研修会

① 総務企画費

1,091,210

1,103,949

12,739

・稲わら製品製作伝承・役員視察研修 ・高村祭催事補助
・国体開催地応援 ・コミュニティ会議発足１０周年記念式典
・太田地区記録映像８・１６㎜フィルム DVD 化、AED 電池パット交換、広報用カメラ

・自治公民館連絡協議会事業補助金 ・西南地域振興協議会事業補助金

② 生活環境費

470,000

467,275

△2,725

・環境美化花いっぱい運動
・自然保護カタクリの花移植
・地域探検隊事業 ・三世代交流（むらの家）・グラウンドゴルフ大会（１回）
・西南地区教育振興協議会事業補助金 ・太田小校外活動バス代補助

③ 教育振興費

910,000

855,967

△54,033

・太田小金管楽器活動補助

・アミューズインおおた活動補助

・太田地区郷土芸能団体連絡協議会団体育成
・太田地区郷土芸能発表会開催補助、地区外団体補助
・花巻西南少年スポーツ育成活動推進事業活動補助
・ふれあいサロン活動支援・食と健康推進・子育て支援・一人暮らし高齢者等の交流会

④ 保健福祉費

530,000

489,836

△40,164

・太田学童クラブ前駐車場除雪補助金 ・太田学童クラブ図書購入
・防犯灯 LED 器具交換 7 行政区

⑤ 地域安全費

854,790

922,878

68,088

・交通安全啓発「夢灯り」会場準備補助

・災害時井戸水水質調査 4 ヵ所（清水町 1、坂杉 1、下坂井 2）・カーブミラー
設置 1 ヵ所・防犯灯新設 3 ヵ所（泉畑 2、下坂井 1） ・発電機設置 1 台(中央)
・太田小少年消防クラブ活動補助 ・子供 110 番のぼり旗製作

・担い手集落営農組織強化促進

⑥ 産業振興費

475,000

360,954

・農産物加工促進普及

△114,046 ・加工品開発研究 ・釜石「かだっぺし」等農畜産物品交流
・獣害駆除捕獲器購入 ・太田猟友会活動補助金

合

計

6,241,000

6,240,035

△965

