ふれこと
（太田地区振興会だより）
令和 2 年 12 月 15 日
115 号

■ 令和３年度事業要望の受付を
開始します
太田地区振興会では、次年度の「地域づくり
交付金事業」要望を受け付けます。
○ 地区住民要望については、「令和３年度太田地
区振興会地域づくり交付金事業要望提案書」を配布
しますのでその用紙へ記入し、各自治会長に提出し
て下さい。（要望書は各戸配布となります。振興セン
ターにも用意しています。）
○ 各種団体要望については、各専門部会による要
望書で各専門部会長または、太田地区振興会（太田
振興センター内）に提出して下さい。

要望書の提出期限は１月１５日（金）です。
※ 要望事項は、受付後に専門部会、役員会及び総
会を経て決定になります。要望が全て採択されるも
のではありませんのでご了承願います。
総務企画部よりお知らせ

■スマートフォン有効活用講習会(全３回)
を開催します。(無料)
スマートフォンを通じて「便利で、楽しく、豊かに」なるよう
まずはその便利さを実感していただくための講習会です。
今や各年代に普及しているスマートフォンのより良い使用方
法をこの機会に一緒に習得しましょう。スマートフォンをお持
ちでない方も申込できます。
日 時 ①１月１９日・②２６日・③２月２日
いずれも火曜日の１３：３０～１５：３０
場 所 太田振興センター
内 容 ①「ＬＩＮＥの基本と応用」②「キャッシュレス」
③「カメラ操作と防災対策」
講 師 ドコモショップ桜台店 湊久湖さん
申込み 太田地区振興会☏２９－４４８１
※ 全３回とも受講可能な方を募集します。
※ 申込み時に携帯の契約会社を教えていただきます。
保健福祉部よりお知らせ

■食と健康講座 第３回目 講話を開催します。
～健康は、食生活に関する正しい知識と無理のない
楽しい運動の継続が必要です。～
日 時 １月２１日(木)１４：００～１５：３０
場 所 太田振興センター
内 容 「こんな時だから家族を守る食事術」
講 師 佐藤 ユウ 先生(管理栄養士)
参加費 無料
申込み 太田地区振興会☏２９－４４８１

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

■ 振興センターと地区社会体育館の
使用制限について(１２月末まで)
レベル３
太田振興センター

太田地区社会体育館

利用制限
利用対象 市民・市内団体のみ
開館日・時間 平日９:００～１７:００まで
(１７:００以降の夜間は閉館)
(土日祝は閉館)
人
数 部屋により制限あり
対人距離２ｍを目安に
利用時間 ２時間以内
そ の 他 飲食・調理不可、不特定多数
が参加のイベント不可
通常どおり使用
※ただし今後の感染状況によっては、
振興センターと同じ制限とします。

■令和３年太田地区新年交賀会は
新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止のため、中止と致しました。
ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
総務企画部より報告

■役員視察研修が開催されました。
１１月１３日(金)
太田地区振興会の役員の皆さ
んは、矢巾にある岩手県立総合防
災センターを視察研修しました。
防災についての DVD を見なが
ら講話を聴いた後、地震体験や暗
闇・煙体験などをしました。その後
は、ロープの結束についての体験
をしました。防災に対する日頃の
準備や心構えが大切だというこ
とを改めて実感した研修となりま
した。

太田地区振興会役員の皆さん

保健福祉部より報告

■ほのぼの子育てサロン
今年は、新型コロナウイルス感
染症の関係により、いつもとは違
う形での開催となりました。
太田振興センターの駐車場に
て新渕久郎先生のアコーディオン
に合わせてクリスマスソングを歌
った後、子供たちにプレゼントが
渡されました。来れないご家庭に
は直接部員が訪問しました。保健
福祉部の皆様、寒い中ご協力をい
ただきありがとうございました。

冬の交通安全について 冬の交通安全防止県民運動 スローガン 「 もういいかい

残ったお酒が

１２月５日(土)

サンタさん、ありがとう

まぁだだよ 」

産業振興部よりお知らせ

いきいきサロンの活動紹介

「姥宿いきいきサロン」
姥宿いきいきサロンの皆さんは、二週間に１回、１０名程で
元気でまっせ体操をされているそうです。
この日も、今年一番という冷え込みの中、朝から元気に体
操をされておりました。「体を動かすとポカポカするから暖
房はまだ大丈夫。」と話しておりました。体操のリーダーをさ
れているのは、佐々木敬子さん。姥宿いきいきサロンのサポ
ート役をしていらっしゃるのは、民生委員の八重樫まさ子さ
んです。八重樫さんは、「姥宿では、農業や仕事をされてい
る方も多いので、皆さんとても元気です。皆さん自主的に体
操をしてくれて助かっております。」と話しておられました。
次回は、東和の日帰り温
泉にて映画会ということで
皆さんとても楽しみにされ
ておりました。体操を終えて
はつらつと自宅や仕事に戻
られる皆さん姿にこちらも
姥宿いきいきサロンの皆さん
元気もいただきました。

地場産大豆で自家製みそづくりを
令和２年１月～３月まで取り組みます。
参加を希望される方は、太田地区振興会
または、各集落の産業振興部員へ申込みを
お願いします。
(申込書は班回覧でお知らせ致します。)
教育振興部よりお知らせ

ひなまつりに向けてあなただけの
吊るし雛を作ってみませんか?
はじめての方も大歓迎です。
日 時:1 月 14 日、28 日、2 月 4 日、18 日
(いずれも木曜日)13:30～15:30
場 所:むらの家
参加費:無料
内 容:はと、たけのこ、

高村光太郎記念館よりお知らせ

おかたごろ、蝶

花巻市共同企画展「光太郎と佐藤隆房」が
１月２５日(月)まで開催されております。
光太郎の花巻への疎開を助け、太田山口での生活におい
ても光太郎を支えた佐藤隆房。高村光太郎と佐藤隆房との
生涯にわたる交流を資料やエピソードで紹介します。ぐるっ
と花巻再発見！イーハトーブの先人たちも好評開催中。
※

12 月 28 日(月)～1 月 3 日(日)の期間は、年末年始のため
休館となります。

【

高村光太郎記念館

28‐３０１２ 】

講 師:駿河 定子 先生
持ち物:裁縫道具、布、筆記用具等
申込み:

{}

●ふるさと会 野田村に移動研修

◆ふるさと会
日時：２０日(水)９:３０～
場所：太田振興センター
内容:太田の DVD 鑑賞と講話会
講師:熊谷哲周さん

移動図書館車(ぎんが号）
運行日程（１月）
◎農協太田支店
１４日（木）13:１0～13:３0

■太田振興センターと太田地区社会体育館は、

１２/２９(火)～１/３(日)の期間は、休館となります。
※事務室も上記期間は、休みとなります。
※体育館の予約は、1/４(月)から受付となります。
■次号の振興会だよりは、１/１５の発行予定です。
太田振興センターと太田地区社会体育館は、「もしサポ岩手」に
登録しております。スマートフォンをご利用の方は、利用された施設
の QR コードを読みコロナウイルス感染症の情報を確認しましょう。

１１月１２日(木)

すふるさと会の皆さんは、今回野田村を視察研修しました。まずは、

野田村の塩工房にて手作りで４日かけて作られる塩づくりの様子を
説明を受けながら見学し、その後ほたて展望台で、野田村の村議会
議長の広内和之さんから東日本大震災についてのお話しをいただ
きました。野田村の村長の小田祐士さんから野田村の復興の状況や
これからのまちづくりなどについて伺いました。
野田村の様々な建物は、新しくなっておりましたが、豊かな自然
など村の良いところを精一杯伝えてくださった地域の方の温かさ
を感じる大変有意義な研修となりました。

●こだま学園 閉講式

１月の予定

縁起物の吊るし雛で
コロナも吹き飛ばせ！

１２月８日(火)

新型コロナウイルス感染症の影響
で１か月遅れでスタートした太田こだ
ま学園は、全７回の講座を終え、受講
者９８名のうち２９名が修了証を授与
されました。うちわけは、皆勤賞は５
名、精勤賞は１４名、努力賞は、１０名で
す。閉講式の後は、ドコモショップ花
ふ
巻店多田先生をお迎えし、「初めて
の方のためのスマートフォン講座」～
スマートフォンとは?基本的な操作方
法など～というテーマでスマートフ
ォンの基本について学びました。スマ
ートフォンの仕組みや機能、電源の
入れ方や入力方法について実際に
操作しながら、わかりやすく教えて
いただきました。
11 月 17 日には、ひょっとこ太郎さんと
スコップ三味線にチャレンジしました。

感染リスクが高まる５つの場面①飲酒を伴う懇親会等②大人数や長時間におよぶ飲食③マスクなしでの会話④狭い空間での共同生活⑤居場所の切り替わり

