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■ 雨の中の第６０回高村祭
５月１５日(月)高村祭が開催されました。当日は、あいに
くの雨でしたが、西南中学校の生徒の先導による詩碑の
朗読に始まり、太田小学校の皆さんによる楽器演奏、花
巻東高等学校と花巻看護専門学校の詩の朗読やコーラ
スが山荘に響きました。
また特別講演は、高村光太郎先生と交流があり、山口
分教所にて教鞭を執られていた藤原冨男氏による光太
郎先生の思い出のお話を聞くことが出来ました。

〈献花の様子〉
〈西南中生徒による詩碑朗読〉

記念館では、「光太郎と花巻の湯」の企画展が６月２６日
(月)まで開催されております。
また智恵子展望台もリニューアル致しました。キレイに
なった展望スポットにどうぞいらしてください。
〈特別講演の藤原冨男氏〉

■ 平成２８年度太田地区振興会
指定管理の決算報告について
■ 太田振興センター
収 入
（単位:円）
指定管理委託料
５，２１４，０００
雑 入
１７
合 計
５，２１４，０１７
支 出

（単位:円）
作業員賃金
１７１，５００
謝礼金
２４０，０００
需要費
５３２，７１３
指定管理人件費
４，２３０，９２４
借上料
３８，８８０
合 計
５，２１４，０１７

■ 太田地区社会体育館
収 入

〈出席者の様子〉

振興会役員と生活環境部による高村山荘清掃活動
５月１３日(土) に山関、
上太田地区の皆さんと太田
地区振興会役員、生活環境
部の部員が合同で高村山荘
の智恵子展望台を中心とし
た清掃作業を致しました。
高村祭を前にきれいにして
いただきました。早朝から
の皆様のご協力ありがとう
ございました。

生活環境部

〈山荘の落ち葉や草を集める様子〉

環境美化活動～花いっぱい運動

５月２８日(日)に生活環境部を中心とした約３０名の
皆さんが花いっぱい運動の花の定植作業を致しました。こ
れから水管理等大変ですが、美しい花を咲かせるために地
域の皆さんのご協力を宜しくお願い致します。

（単位:円）
指定管理委託料
５３９，０００
合 計
５３９，０００

支 出
作業員賃金
謝礼金
需要費
委託料
合 計

（単位:円）
１３７，０００
２４０，０００
１３７，７００
２４，３００
５３９，０００

〈生活環境部の皆さん〉

〈ベコニアの定植の様子〉

むらの家

こだま学園の開講式が開催されました。

ふるさと交流まつりのお知らせ

むらの家管理運営協議会による「ふるさと交流まつり」を
開催致します。地元農産物の販売のほか、釜石市の海産物も
やってきます。楽しい催しいっぱいです。お誘い合わせの上、い
らしてください。お待ちしております。

日時:

１０日(土)午前１０時～

♪～ 内容 ～♪
10：00～開会→10：30～うたまつり→11:00 わら細工制
作実演、裂き織り、お茶、ニュースポーツ(クップ)→
11:30 ～子供魚つかみと り大会 →11:45～餅つき →
13:00～太田神楽（権現舞ほか）→13：30～ジャンケン
大会→14：00～餅まき
◆昔の遊びコーナー メンコ・竹馬・ゴム飛びなど
◆展 示 コ ー ナ ー 裂き織り、キルト、思い出の写真など
◆釜石市との交流コーナー 海産物の販売
◆子供遊びコーナー ディスゲッター、的あてコーナー、
ヨーヨー
◆販 売 コ ー ナ ー 地元農産物、加工品、山菜など
昼食はそばで（一般 200 円、中学生以下無料！）

６月の予定

６月の予定

◆青葉婦人学級

◆ふるさと会移動研修

日時：１４日（水）午後７時～
場所：上太田・山関振興会館
(山関)
内容：「落語」
講師：星鴉 宮 さん
日時：１５日（木）午後７時～
場所：泉畑公民館
内容：「曲にあわせてレクリエー
ション～ふれあいゲー
ム、頭の体操～」
講師：立花良子 さん
日時：２２日（木）午後７時～
場所：上太田・山関振興会館
(上太田)
内容：「チベット体操」
ラフターヨガ
講師：伊藤 さをり さん
日時：２７日（火）午後７時～
場所：中央振興会館
内容：「オリーブオイル石けんづ
くり」
講師：藤原 智子 さん
日時：３０日（金）午後７時～
場所：坂杉公民館
内容：「マジック 笑いと脳トレ」
講師：二本木 光史 さん
※

青葉婦人学級は、地区内のど
なたでも参加出来ます。他地区
の教室に参加してみたい方は、
事前に参加したい地区の婦人
部の係又は、太田振興センター
へご連絡ください。
☎ ２８－２１３４

日時：１３日(火)８:４５～
場所：むらの家
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②
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
参加費:無料

◆西南地区茶道教室①
日時：２２日(木)９:３０～
場所：むらの家
講師:藤原律子先生

社会福祉協議会より、
お知らせ
少し早いですが、敬老会の
お知らせです。
長寿の方々へのささやかな
がらのお祝いをさせていただ
く「太田地区敬老会」を下記の
とおり開催いたします。

５月３０日(火)に太田振興センターにて約６０名の参加をいただ
き、こだま学園の開講式が開催されました。開講式の後、記念講
演として岩手県立中部病院の小原久美子看護師を招いて「認知
症ってどんな気持ち?」認知症の症状と介護する側のポイントに
ついて教えていただきました。抱え込まずに家族、地域、専門の
方の力を借りて介護していくことを教えていただきました。

〈こだま学園の皆さん〉

〈講師の小原看護師〉

こだま学園年間計画について
平成２９年度のこだま学園がスタートしました。
日にち
場 所
内 容
６月 20 日(火) 太田地 心も体も元気になる体操を学
区社会 ぼう～運動を生活習慣に!
作成
体育館 講師:DR フィット
７月１９日(水)
太田振 「交通事故に合ってしまったら」
興 セ ン 講師:市民生活総合相談センタ
ター
ー職員
８月２２日(火)
移動研修「石川啄木～岩手の先
人の歴史」を訪ねる～盛岡市方面～
９月２６日(火)

太田振
興セン
ター

ミニシアター
「かあちゃん」
(懐かしい昔の太田の映像も上
映予定です。)
１０月３１日(火)
太田振 「大笑い 健康マジック」
興 セ ン マジックの実演!目の前で驚き、
ター
種明かしで笑いと脳トレ!
講師:二本木 光史さん
１１月２１日(火)
太田振 閉講式
興 セ ン 記念講演「冬に流行る感染症」
ター
～インフルエンザとノロウィルス
胃腸炎について～
講師:岩手県立中部病院職員
※ こだま学園以外の方でもお時間ありましたら、太田振興
センターに聴きにいらしてください。

老人クラブ女性部の皆さん、
ありがとうございました。
５月２９日（月）に老人クラブの女性部の皆さんにより太
田振興センターの周囲の草取りと花壇の花植えをしてい
ただきました。植えてくださった花は、ベコニア、メランポ
ジウム、サムビア、マリーゴールド、アゲランタムなどです。
おかげさまで振興センターの周りは、大変きれいになり
ました。老人クラブの女性部の皆さん、農作業等お忙しい
中、ありがとうございました。

日時：８月２９日(火)午前１１時～
場所：花巻温泉ホテル千秋閣
(送迎バスあり)
【問い合わせ】
花巻市社会福祉協議会
電話 2４－７２２２

〈老人クラブの女性部の皆さん〉

〈花壇に花を宇植える様子〉

