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生活環境部会では、平成２３年度からフラワーロード整備事業として笹間バイパスの車道路肩に

ヒマワリ等の種をまき、お盆の帰省客や往来するドライバーに安らぎを提供してまいりました。 

今年度も昨年と同じく３地区（轟木、北笹間、南笹間）に地区民・サポーター・笹間婦人会・生

活環境部員の皆様に協力をいただきヒマワリの種まきを実施します。 

  ○日 時  ６月６日（日） 午前６時～７時（１時間程度） 

        ※サポーターが５月中旬から除草剤散布等の準備作業を行っています。 

  ○場 所  ①轟 木地区    笹間バイパス西南中学校東の信号機交差点南側 

②北笹間地区  笹間バイパスと県道清水野村崎野線との信号機交差点南側 

         ③南笹間地区  笹間バイパスと県道南笹間黒沢尻線との信号機交差点付近 

   ○準備する物 スコップなど 

○その他  小雨決行（当日の連絡先：生活環境部会長 八重樫 洋 ☎ 090-8922-0364） 

                   

 

フラワーロードに花の種まきをします!! 
～ 地区民皆様のご協力をお願いします ～  生活環境部会事業 
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太田地区振興会と合同開催 

自然探訪教室開催の案内 
今年度も太田地区振興会と合同開催（バス２台）

となります。なお、次回以降につきましても「さ
んさん」で案内しますのでご了承願います。 
○期 日  第１回 ６月１日（火） 
○場 所 葛巻町「平庭高原」 

行程表等は当日の朝配布します。 
○出 発 笹間振興センター９時 小雨決行 
○行 程 振興センター⇒道の駅石神の丘（ト

イレ休憩）⇒平庭高原つつじが丘⇒ 
     散策（つつじが丘、富士見平）⇒森

のこだま館交流施設見学⇒昼食⇒道
の駅くずまき高原⇒振興センター 

○講 師 市生涯学習講師 福盛田 弘さん 
○参加費 １００円（当日の朝集金します。） 
      内訳：傷害保険料 
○持ち物 昼食、水筒、雨具、筆記用具など 
○服 装 山歩きに適した服装、靴での参加 

裂き織り教室開催の案内 
 伝統的な織物「裂き織り」の技法を学びオリジ
ナリティーあふれる作品を作ってみませんか？ 
 裂き織りに興味のある方大歓迎です。 
○期 日 ６月８日（火）、６月２９日（火） 

※６月～２月（年間１０回開催） 
○時 間 午前９時３０分～ 
○場 所 笹間振興センター 
○講 師 市生涯学習講師 高橋由美さん 
○主な内容  前半は平どり、後半は市松どり研究 
     ※他に織り機を使った自主学習 
○費 用 糸代実費 
○定 員 １０名 
○持ち物 ①木綿の布（ハンカチ、シーツ、布団 

のかわ、浴衣など） 
※裂いてよこ糸にします。 

     ②はさみ  ③安全ピン ④筆記用具 
     ⑤定規(20cm)⑥メジャー 
○申込先 笹間振興センター ☎ 29-2111  

笹間婦人会も協力 植栽床に培土混ぜ込み作業 種蒔き作業完了 

 



 
 

 教育懇談会開催の案内 
笹間地区コミュニティ会議・笹間地区行政区

長会共催による教育懇談会を下記により開催い
たします。 
当日は、花巻市教育委員会から、笹間地区の

小学校のあり方について、最新の西南地区小中
学校における児童・生徒数の推移見込みやこれ
までの笹一・笹二小ＰＴＡとの協議結果を踏ま
えて、説明していただきます。 
コロナ禍から、検温・マスク着用・手指消毒

等の感染対策にご協力のうえ出席いただきます
ようご案内いたします。 
○日 時 ６月１４日（月） 午後６時～ 
○場 所 笹間振興センター 
○説明者 花巻市教育委員会 
 

西南地区茶道教室開催の案内 
 今年度も太田地区振興会合同で茶道教室を開
催いたします。初心者から経験者まで楽しく茶
道が学べる教室です。受講をお待ちしています。 
○日 時 ６月２４日（木）午前９時３０分～ 
○場 所 太田「むらの家」 
○講 師 藤原 律子さん 
○開催回数 年間８回（８月及び１月除く） 
○定 員 １０人（笹間地区） 
○費 用 茶菓子等の実費負担あり 
○開催日 3回目以降は原則、開催月の第４木曜日 
○申込先 笹間振興センター ☎29－2111 

★６月の主な行事予定 

 
 

○「自然探訪教室」 

  １日（火）午前９時～ 葛巻町「平庭高原」 

○笹間婦人会の花苗植栽作業 

  ３日（木）午前８時３０分～笹間振興ｾﾝﾀｰ 

○「笹間バイパスフラワーロード種まき」 

  ６日（日）午前６時～笹間バイパス３カ所 

○定例民協 

  ７日（月）午前９時３０分～笹間振興ｾﾝﾀｰ 

○老人クラブ女性部の除草作業 

  ８日（火）午前９時～ 社会体育館駐車場 

○「笹間裂き織り教室」 

8日、29日(火)午前 9時 30分～笹間振興ｾﾝﾀｰ 

○「教育懇談会」 

１４日（月）午後６時～   笹間振興ｾﾝﾀｰ 

○「笹間楽生学園」 

１５日（火）午前１０時～  笹間振興ｾﾝﾀｰ 

○「ウォーキング教室」 

２２日（火）午前９時  横志田公民館集合 

○「西南地区茶道教室」 

２４日（木）午前９時３０分～太田むらの家 

○「わらしぇんど」 

２６日（土）午前９時３０分～笹間振興ｾﾝﾀｰ 

 本広報紙に掲載している催しなどは、新型コロ
ナウイルス感染症拡大の影響により変更または
中止になる場合があります。 

ウォーキング教室開催の案内 
       保健福祉部会事業 
 ウォーキングは運動が苦手な人でも手軽に始
められます。正しい歩き方を学び実践しリフレ
ッシュしましょう。初めての方大歓迎です。 
○日 時 ６月２２日（火） 

午前９時集合 体操後スタート      
（小雨決行、雨天時は笹間社会体育館） 

     ※2回目以降の開催日は次号「さん
さん」でお知らせします。 

○集合場所 横志田公民館 
○コース 中沢堤公園周辺ウォーキング 
○持ち物 飲物、タオル等 
○申込先 参加希望者は笹間振興センターに連 

絡をお願いします。（☎29-2111） 
 

笹間楽生学園開催の案内 
笹間楽生学園第２回講座を下記により開催し

ます。今回は生涯学習講座公共機関編の花巻図
書館ミニシアターにより映画を鑑賞します。 
○日 時 ６月１５日（火）午前１０時から 
○場 所 振興センター１階和室 
○タイトル 「いのち耕す人々」 
○申込先 振興センターに 6月 11日（金）迄

に申し込み下さい。 
 
 

 

交通安全施設改善要望について 
笹間地区行政区長会では、令和３年度交通安全施

設等改善要望箇所として、令和２年度からの継続案
件５項目を花巻市等に要望いたしました。 
◆継続要望 
①県道南笹間黒沢尻線の南笹間交差点の路面標示
等の塗り直しについて 

②県道花巻和賀線の笹一小より南側道路の速度標
識の和賀町側への移動について 

③県道清水野村崎野線の下野交差点に道路照明灯
の設置について 

④県道清水野村崎野線と主要地方道花巻平泉線の
交差点(旧坂下畜産)に止まれ標識設置について 

⑤県道花巻和賀線の笹一小信号機カーブ手前に「学
校及び信号機がある旨」の警戒標識設置について 

◆令和２年度要望の採択状況（一部採択含む） 
①市道八木横志田線と清水寺・上後藤線との交差点
（立野集落会館北側交差点）に「止まれ」標識の
設置について⇒設置済み 

②笹間バイパス林崎交差点に道路照明灯の設置に
ついて⇒道路照明灯設置及びカラー舗装済み 

③県道清水野村崎野線と主要地方道花巻平泉線の
交差点(旧坂下畜産)に止まれ標識設置について 

 ⇒ドットライン設置済み 
④笹一小信号機等を認知する警戒標識設置につい
て⇒警戒標識（信号機、学校等あり）設置済み 

専門部会長を紹介します 
前号「さんさん」では、役員改選に伴う新三

役を紹介しましたが、当会議運営を円滑に行う
ため専門部会制により部会長を選任しています。 

部会 部会長名 部会 部会長名 

総務企画 小原俊明 教育振興 寺林拓也 

産業振興 鈴木忠雄 生活環境 八重樫洋 

保健福祉 八重樫昌耕  
 

 

 


