ドッキドッキ体験隊

「山野草観察会」参加者募集

野山を歩きながら自然に親しみ、様々な山野
３月 日（水）に春休みの「ドッキド
草を観察、学習しましょう。
ッキ体験隊」を開催しました。
太田振興センターと同一日程です。
名の隊員は午前中、盛岡市のＩＢＣ
○日程・
月 日（火）西和賀町安ヶ沢
岩手放送本社を訪問し、テ
行き先
月 日（月）西和賀町白木峠
レビスタジオ、テレビ副調
月 日（水）八幡平市安比高原
整室、ラジオスタジオを見
月
日（金）八幡平市八幡平
学しました（「じゃじゃじ
月 日（火）一関市須川高原
○講 師 福盛田 弘先生
ゃＴＶ」のセットの前で撮
○ 参加定員 正会員
名
影した集合写真は、現在、
準会員 若干名
岩手放送のホームページの
○参加費 正会員 年間 円
「社内見学」のコーナーに
準会員 参加一回ごとに 円
掲載されています）。その
○
募集方法 ４月５日（月）から募集を開始し、
後、岩鋳（いわちゅう）で
先着順に受付します。
伝統工芸品「南部鉄瓶」の
○申込先 笹間振興センター（ ‐２１１１）
製作過程を学習しました。
﹁愛唱歌を歌う会﹂受講生募集
午後は石鳥谷アイスアリ
ーナでスケートをしました。
「愛唱歌を歌う会」を４月から開講します。
懐かしい唱歌・童謡・流行歌を歌いながら仲
友達同士、手をつないで滑
間づくりをしませんか？
ったり、タイムを競い合っ
たくさんの受講をお待ちしています。
たりと思い思いの方法でス
○ 講 師 齊藤ミサオ先生
ケートを体験しました。
○ 開講日時 原則として毎月第４金曜日
貴重な経験が多く、とて
午前 時 分から午前 時 分
も充実した春休みの一日を過ごしました。 ○申込先 笹間振興センター（ ‐２１１１）
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テレビカメラに興味津々

伝統工芸品のできるまで

気分良くスケート
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笹間地区教職員等異動のお知らせ（敬称略）

◇西南中学校
転 出 校長 杉本 学（大迫中）
教諭 阿部 睦子（紫波一中）
教諭 三浦 誠（唐丹中）
退 職 非常勤講師 似内 顕也
ふれあい共育推進員 佐々木 マサ
初任者指導教員 大畠 恵司
初任者補充教員 難波 典子
転 入 校長 薄衣 淳（釜津田中）
教諭 高橋 晃一（釜石中）
講師 菊池 司（南城中）
ふれあい共育推進員 平賀 万貴子
◇笹間第一小学校
転 出 教諭 澤村 玲子（宮野目小）
教諭 小西 裕子（田瀬小）
事務主査 千葉 雅世（黒沢尻北高）
栄養職員 高田 千鶴（矢沢学校給食共同調理場）
退 職 すこやかサポート 難波 典子
転 入 教諭 熊本 葉一（山目小）
教諭 平賀 美幸（湯口小）
事務主任 齋藤 民（不動小）
教諭 武藤 有希子（若葉小）
栄養教諭 鈴木 育恵（二戸学校給食センター）
すこやかサポート 柏葉 美智子（八幡小）
◇笹間第二小学校
転 出 教諭 里館 玲子（照岡小）
養護教諭 富永 綾子（八幡小）
転 入 教諭 中野 裕一（花巻小）
養護教諭 菅原 佐智世（種市小）
ふれあい共育推進員 皆川 真澄
◇笹間保育園
転 出 上席主任 菅原 久美子（宮野目保）
技能主任 伊藤 秀子（太田保）
臨時保育士 多田 理英（太田保）
臨時保育士 伊藤 孝子（南城保）
転 入 上席主任 藤井 香（大迫保）
臨時保育士 佐藤真由美（成島保）
臨時調理員 阿部 恵子（湯口保）
臨時園務員 小原 久枝（太田保）

春季地区懇談会を開催します
平成 年度の市の予算や施策、政策などを各
部の担当職員が直接、地区の皆さんに説明する
「地区懇談会」を開催します。
懇談会は春と秋の２回開催します。春は次の
とおりです。
○日 時 ４月 日（木）午後６時 分から
（１時間 分程度）
○場 所 笹間振興センター
市に対する質問や意見、提言もお伺いします
のでご参加願います。
▼問い合わせ先 市広聴広報課
（電話
２１１１ 内線 ）
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犬の登録と狂犬病予防注射を実施します

～

中笹間公民館

6,100

横志田公民館

乗合タクシーがより便利になりました
「むらの家」と県立中部病院を結んで運行し
ている「病院連絡予約乗合タクシー」について、
４月から次の２点が変わりました。
■当日予約の実施
これまでは、利用日の前日までの予約が必要
でしたが、むらの家又は県立中部病院を出発す
る各便の１時間前までの予約でタクシーを利用
でき るようになりました。
■乗降場所の追加
乗降場所に「太田振興センター」を追加し、
振興センターを待合所として活用できるように
なりました。
運行時間などは変更ありません。どなたでも
利用でき、利便性がさらに向上した乗合タクシ
ーをぜひ御利用下さい。

笹間郷土誌の配布について

先月の慶弔（２月

日～

月

日）

28

◇誕生▽小原晄ちゃん（景太さん）横志田六の
一四二の七▽高橋大翔ちゃん（泰豊さん）尻平
川一の一九▽小原蓮夢ちゃん（健也さん）南笹
間五の一七▽鎌田莉緒ちゃん（剛さん）轟木一
七の二七五
◇お悔やみ▽佐々木時敬さん（九一才）栃内二
三の六〇の三▽髙橋ツネさん（九四才）尻平川
五の二六▽佐々木博さん（八二才）轟木一の三
八▽阿部長一さん（九四才）轟木一七の一二六
の三▽照井アイコさん（八七才）北笹間一〇の
四五▽高橋マヤさん（八六才）栃内二九の三〇
▽本舘サヨさん（八五才）轟木三の一▽髙橋晃
さん（五八才）中笹間二の一六の二
◇結婚▽該当なし

３

笹間地区老人クラブ連合会定期総会
３日（土）午前 時～
フラワーアレンジメント教室
５日（月）午後７時～
定例民協
６日（火）午前９時 分～
犬の登録及び狂犬病予防注射
日（水）午後１時 分～午後２時
区長への年度当初説明会
日（木）午後５時 分～午後６時 分
春季地区懇談会
日（木）午後６時 分～
笹間地区納税貯蓄組合長会議
日（水）午後２時～
花巻商工会議所巡回移動相談
日（木）午後 時 分～
愛唱歌を歌う会
日（金）午前９時 分～
山野草観察会
日（火）午前９時～ 行き先 西和賀町安ヶ沢

★４月の主な行事予定
○

○

○

○

○

○

○
笹間地区コミュニティ会議
注文を頂いております「笹間郷土誌（改訂版）」
○
は、４月 日（木）の区長宛て文書とあわせて
班長さんを経由し配布する予定です。代金 円 ○
と引き替えにお受け取り下さい。
配布が遅くなり申し訳ありませんでした。
○

振興センター局長異動のご挨拶
このたび、人事異動により監査委員事務局に
異動することになりました。
皆様に温かく迎えていただいて二年間、大変
お世話になりました。公私にわたり格別のご指
導とご支援を賜りましたことに対し、心から深
く感謝し、厚く御礼申し上げます。
後任には、石鳥谷図書館から盛川泰次さんが
着任いたしますので、引き続きよろしくお願い
高橋 信 宏
申し上げます。
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○対 象 ①生後 日以上の未登録の犬
②登録済みで未注射の犬
○料 金 ①未登録の犬 円
（登録 円、注射 円）
②注射のみ 円
○日時・ ４月 日（水）
場 所
～
南笹間集落センター
14:00 10:30 10:00 9:40 14

～

15:20 17

30

30

14

15

15

21

22

23

27

3,100

18

500

15

13:30 10:15 9:50 9:30

･

～
笹間振興センター
（北側駐車場）
４月 日（土）・ 日（日）
１１１１１ ～
花巻保健センター
※ 都合がつかない場合は、市内の各動物病院
でも登録と注射が受けられます。
▼問い合わせ先 市生活環境課
（電話
２１１１ 内線 ・ ）
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