愛唱歌を歌う会が開講
４月 日（金）に「愛唱歌を歌う会」が開講
しました。
当日は 人の受講があり、開講
式の後、講師の齊藤 ミサオ先生
の伴奏にのせ、素敵な愛唱歌を歌
いました。
受講生まだまだ募集中です。
19

４月 日（火）に今年度一回目
の「山野草観察会」を行いました。
西和賀町の安ヶ沢に行く予定で
したが、カタクリ群生地にはまだ
雪が残っているとの情報により北
上市の国見山に行き先を変更しま
した。
風がやや強く肌寒い天候でした
が、 人の参加者は講師の福盛田
弘さんの説明のもと、今が見頃の
カタクリやスミレなどを観察しました。

山野草観察会

23

27

４月３日（土）に振興センターで笹間地区老
人クラブ連合会の定期総会が開催され、提出議
案は原案のとおり可決されました。

老人クラブ連合会総会
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各種団体連絡協議会等の総会が開催されました
４月 日（水）に笹間地区自治公民館連絡協
議会、笹間地区各種団体連絡協議会の総会が開
催され、それぞれ提出議案は可決されました。
今年度の各種団体の活動を支援するため、一
戸あたり二千五百円のご負担をよろしくお願い
致します。

◎笹間地区各種団体連絡協議会
会 長 八重樫 實（社福協）
副会長 藤本 莞爾（民児協）
〃
本舘 博子（農協女性部）
監 事 伊藤 節孝
〃
小原 千鶴子
〃
照井 五郎
新理事 鈴木 利忠（交通安全）
〃
高橋 惠一（自公連）
〃
根子 俊一（北笹間区長）
〃
八重樫 善 美 （ 栃 内 区 長 ）
〃
小原 秀一（横志田区長）
〃
高橋 惠一（環境衛生）
〃
菊池 貴巳（農協青年部）
〃
本舘 博子（農協女性部）
◎笹間地区行政区長会
会 長 佐藤 孝（
中笹間）
副会長 高橋 努（
南笹間）

主な団体の役員等の紹介（敬称略）
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新行政区長
横志田 小原 秀一
栃 内 八重樫 善美
北笹間 根子 俊一
◎笹間地区自治公民館連絡協議会
会 長 高橋 惠一（栃内）
副会長 高橋 一正（中笹間）
監 事 石田 貫一（南笹間集落センター）
〃
本舘 勝壽（轟木）
新公民館長
中笹間 高橋 一正
林 崎 小原 清一
内 野 原 忠康
舘
伊藤 晴二
◎社会福祉協議会笹間支部
支部長 藤本 莞爾
副支部長 八重樫 實
貴俵 千恵子
新運 営委員

振興センター局長代理着任の挨拶

４月の人事異動により笹間振興センター局長
代理として着任した盛川 泰次（もりかわ たい
じ）です。
地域づくりの拠点となる「笹間振興センター」
がスタートして四年目を迎え、今年度は「小さな
市役所」の見直し等についてご意見を多く頂きた
いと思います。
皆様のご理解とご協力を頂き地域づくりを支
援して参りますので宜しくお願い申し上げます。

廃油回収に今年もご協力を

日～４月

11

21

(

(

)

)

定例民協
６日（木）午前 時 分～
山野草観察会
日（月）午前９時～
行き先 西和賀町白木峠
使用済み食用油回収
日（火）～午前 時 分
フラワーアレンジメント教室
日（木）午後７時～
花巻商工会議所巡回移動相談
日（水）午後１時 分～
愛唱歌を歌う会
日（金）午前９時 分～

★５月の主な行事予定

◇お悔やみ▽平賀サエコさん 九一才 中笹間一
一の二二▽本舘馨さん（七六才）轟木七の九二
▽高橋保男さん（八一才）轟木九の四三▽根子
マサさん（六七才）北笹間六の九五▽原ヨネさ
ん（九五才）北笹間二一の七六
◇誕生▽該当なし
◇結婚▽該当なし

日

市は今年度も使用済み食用油を回収します。
笹間地区の回収日は次のとおりです。
５月 日（火）、７月 日（火）、９月 日
（火）、 月 日（火）、１月 日（火）、３月
日（火）。
いずれも当日午前 時 分までに笹間振興
センターに廃食用油を持ち込んで下さい。
ごみの減量化と地球温暖化防止のため、皆様
の協力をお願い致します。
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先月の慶弔 ３月

11 18

春季地区懇談会が開催されました

のお知らせ

15

茶道教室受講生募集

裂き織り教室開講

18

在宅介護者等訪問相談事業

○
○

○
○
○
○

11

４月 日（木）に振興センター
おいしいお茶を頂きながら作法を習ってみま
で市主催の「春季地区懇談会」が
せんか？経験のない方も楽しく学べます。
ありました。
○日 時 原則として６月から 月までの第
市からは課長などが出席し、今
１・第３土曜日
年度の予算や条例の改正などにつ
午後７時から午後９時まで
いて説明を行いました。
○講 師 阿部 幸子 先生（石神町・裏千家）
地区からは 人の参加があり、
○費 用 一回受講につき 円（茶代・菓子代）
農業振興、就職支援、少子化対策
○ 申 込 期 間 ５月 日（月）から 日（火）まで
のほか、市政についてたくさんの
○申込先 笹間振興センター（ ‐２１１１）
質疑応答があり、活発な意見交換
が行われました。
秋にも懇談会が開催される予定
です。地区の皆さんと行政とがお
互いの情報を交換し、様々な意見
を市政に反映させるための場で直接、皆さんの
声をお聞かせ下さい。

裂き織りの技法を覚えてオリジナリティあふ
れる作品を作ってみませんか？みなさんの受講
をお待ちしています。
○日 時 原則として６月から翌年２月までの
第３木曜日（１月除く）
午前９時 分から午前 時 分まで
高橋 由美さん（北笹間）
糸代実費
５月 日（月）から 日（月）まで
笹間振興センター（ ‐２１１１）
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○講 師
○費 用
○ 申込期間
○申込先
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市では自宅で介護をされている方々を対象
に介護や日常生活で抱えている悩みや心配事
などを相談員が自宅で相談に応じる「在宅介護
者等訪問相談事業」を開始しました。
「悩みをどこに相談すれば良いのか分から
ない」「介護サービスの内容をもっと知りた
い」「介護の疲れを癒したいがどうすれば良い
のか」など、日頃感じていることを遠慮無くご
相談下さい。
詳しくは
花巻西地域包括支援センター（湯口大谷荘内
２５ ２５０４）又は市役所長寿福祉課（２４
２１１１ 内線 、 ）にお問い合わせ願い
ます。
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楽生学園受講生募集予告
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高齢者学級「笹間楽生学園」を今年度も開講
します。講演や移動研修、レクリェーションな
どたくさんの内容を予定しています。
皆さんお誘い合わせの上、受講して下さい。
受講希望の方は、昨年度の楽生学園の班長さ
ん、または笹間振興センターに５月 日（月）
までにお申し込み下さい。
詳しくは「さんさん」６月号で連絡します。
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