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（太田地区振興会だより）
平成２９年９月１５日 ７３号

メールアドレス：
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■ 太田地区市政懇談会のお知らせ
今回の市政懇談会は、皆さんが参加しやすく、話しやすいようにワーク
ショップ形式で実施致します。
皆さん、気軽にご参加下さい。事前の申込は、必要ございません。

【 開催日時 】
日時 : ９月２２日(金)午後６時３０分～午後８時(予定)
場所 : 太田振興センター 大広間
内容 : ５～６人程度のテーブルに分かれて各テーブルでテーマについて
対話( 意見交換 )を行なった後、意見や提言を伺う予定です。

テーマ : 「 市に聞きたいこと、望むこと 」
目的 : 太田地区の将来のまちづくりの方向性を見いだす
ために意見を交換し、参加者と市が共有する目的
で開催致します。

■ 三陸方面へ～太田地区振興会役員視察研修～
去る８月２５日（金）太田地区振興会役員の視察研修
を実施しました。
当日は、８月の長雨の中、久しぶりの好天に恵まれ、
３３名が早朝のバスに乗車し、花泉にある道の駅「かわ
さき」を見学、続いて唐桑半島の突端に位置する高村
光太郎三陸紀行の石碑を研修しました。帰りは今年４
月にオープンした道の駅「平泉」を視察しました。
一方で車窓より眺めた三陸地方の震災復興状況が
道半ばであることを目のあたりにし、一日も早い回復
を祈念しながら帰って参りました。
唐桑半島南端の御崎に残る碑には、
「黒潮は親潮をうつ 親しほは狭霧を立てて 船にせまれり」
の短歌が刻まれております。

地元のガイドさんの石碑説明

研修に参加された役員の皆さん

教育振興部事業

■ 「あいさつ推進運動」の標語が決まりました。
あいさつ日本一を目指し、太田小学校の児童を対象として「あいさつ標語」を
募集致しました。１１３編の応募より１１作品を優秀賞として教育振興部会が選定致し
ました。平成２３年以来の６年ぶりの標語募集になりました。表彰式は、9 月 5 日
(火)に太田小学校の全校朝会の場で行なわれました。選定された１１作品は、これ
から各行政区の所定の場所(主に公民館付近)に掲示する予定です。選定された
作品は下記のとおりです。

「こんにちは」 太田に広がる 笑顔の輪
創りましょう 太田の未来 あいさつで
あいさつで 今日も始まる 明るい太田
あちこちでげんきなあいさつうれしいな
あいさつでしあわせいっぱい太田の子
あいさつは 目を見て元気 あかるくね

あいさつは いつもすすんで じぶんから
おはようと 朝から元気 いい気分
あいさつは 元気な太田の エネルギー
あいさつは 地域みんなの 宝物
あいさつで 笑顔あふれる 太田地区
小学生の皆さんから教わることが多いです。みんなであいさつで日本一の
太田を目指しましょう。

保健福祉部事業

保健福祉部よりお知らせ

食と健康をレベルアップさせよう!①「３B 体操」
H.29.7.２６開催
日時：１０月２７日(金)１０:００～１２:３０
会場：太田振興センター
内容：学童クラブの子供達と輪投げ、正月リース飾り、
昼食会

９月の予定
◆八方山健康ウォーキング
日時：１７日(日)８:５０～
場所：大田振興センター集合
講師：古川 英治 先生、
講話:戸來 真臣さん
(ふるさと会会長)

◆こだま学園⑤
日時：２６日(火)９:３０～
場所：太田振興センター
内容：ミニシアター
「かあちゃん」ほか
※受講生以外の方も、見にいらし
てください。

◆織物教室③
日時：２７日(水)１３:３０～
場所：むらの家
講師：高橋 由美 先生
◆西南地区茶道教室④
日時：２８日(木)９:３０～
場所：むらの家
講師：藤原 律子 先生

１０月の予定
◆七宝焼教室②
日時：４日(水)19:0０～
場所：むらの家
講師:平賀 喜代美 先生
◆自然探訪教室③
日時：11 日(水)８:３０～
場所：須川高原(一関市)
講師:古川 英治 先生
◆青葉婦人学級移動研修
日時：１２日(木)８:３０～
場所：大船渡市方面
内容: 「 三 陸 大 船 渡 の 魅 力 を探 ろ
う!」 詳細は、後日各地区担
当者にお知らせいたします。

◆ふるさと会
日時：１５日(日)1３:３０～
(会員は 1３:１０に現地集合)
場所：JA 笹間支店２階大広間

内容：「天保８年稗貫和賀百姓一
揆 １８０周年記念事業」への
参加

講師:茶谷 十六 先生ほか
(現地集合になります。)

◆地域探検隊
日時：２１日(土)１４:００～
場所：太田地区内
◆織物教室④
日時：２５日(水)１３:３０～
場所：むらの家
講師：高橋 由美 先生
◆青葉婦人学級
日時：２５日(水)１９:００～
場所：清水町公民館
内容:「音楽ストレッチ」
講師:金子 千鶴 先生
◆西南地区茶道教室⑤
日時：２６日(木)９:３０～
場所：むらの家
講師：藤原 律子 先生
◆こだま学園⑥
日時：３１日(火)10:00～
場所：大田振興センター
内容:「大笑い 健康マジック」
講師:二本木 光史 先生
【学校関係】

◆太田小学校学習発表会
日時：２１日(土)８:５0～
場所：大田小学校体育館
◆西南中学校文化祭
日時：２２日(日)９:00～
場所：西南中学校体育館

美しいハンドベルの音色に感動しました。
去る 8 月 21 日(月) 太田振興
センターで玉川学園ハンドベル
クワイアの皆さんが演奏してく
ださいました。
当日は、太田保育園と太田小
学校の皆さんが鑑賞に集まって
くださいました。
来年も太田で演奏して下さる
ことを楽しみにしております。

冨手京子先生の指導の
も と 地区の皆さんと 学童
の皆さんで３Ｂ体操にチャ
レンジしました。椅子に座っ
てストレッチ、音楽に合わせ
てベルダーの体操をしまし
た。最後は肩たたきの歌を
みんなで歌いながらお互
いの肩叩きをしました。

〈３Ｂ体操の様子〉

食と健康をレベルアップさせよう!②「男の料理教室」
H.29.9.6 開催
管理栄養士の佐藤ユウ
さんを迎えて「男の料理
教室」が開催されました。
参加者２０名のうち男性
１１名の皆さんが腕を振い、
１時間３０分で５品の料理を
完成させました。お家でも
{}是非作ってみて下さい。
〈男の料理教室の様子〉

こだま学園の皆さんが移動研修に行って来ました。
H.29.8.22 開催
こだま学園の皆さんは、石川
啄木記念館、盛岡市先人記念館
などを見学しました。
盛岡市先人記念館ではボラ
ンティアガイドの説明に熱心に
耳を傾け、新渡戸稲造、米内光
政、金田一京助の業績について
主に学んでまいりました。
当日は、あいにくの雨でした
が、傘を差しながらの盛岡散策
も良い思い出に残る研修となり
ました。

七宝焼教室①が始まりました。

H.29.9.6 開催

むらの家にて七宝焼教室が始ま
りました。七宝焼の特徴や歴史を
講師の平賀喜代美さんから聞きな
がら小箱、キーホルダ、爪切り、ペ
ンダントなどをつくりました。次回
は１０月４日(水)を予定しておりま
す。ご興味あります方は、太田振
興センターまで。

西南中学校吹奏楽部による
ジョイントコンサートの
お知らせ ( 無料 )

移動図書館車
（ぎんが号）運行日程

日時:９月１６日(土)16:30～入場
17:00～開演
場所:なはんプラザ
演奏曲目:「西遊記」、マーチ「シャイニ
ングロード」 ほか

◎農協太田支店前
１１日（水）13:２0～13:40

※ 湯口中学校、石鳥谷中学校と合
同の演奏会です。ご近所でお誘い合
わせの上、いらしてください。

（１０月）

※１０月から太田地区は、農協太
田支店のみの巡回となります。

。

