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４月に笹間・太田合同で山開き登山を実施する予定でいましたが、当日は朝から
の雨で登山は中止し尻平川登山口にて山開き行事のみを行いました。紅葉も見頃
となる秋の八方山登山に家族で参加しましょう。 
１ 期日と集合時間  令和３年１０月２３日（土）午前８時 
２ 集合場所 

笹間振興センター駐車場（参加者打合せ後に登山口に出発します） 
３ 登山コース 

尻平川登山口発 8:45→→11:30八方山（昼食）12:30→→14:30頃 太田長根崎登山口着 
注① 標準歩行時間：4時間（上り：2時間半、下り：1時間半） 
注② 両登山口間の移動は、参加者同士で車相乗りとする 

４ 参加条件と参加費 
① 移動及び登山を自己管理・自己責任で行動できる方 
② 登山口まで車で行ける方（できるだけ同乗） 
③ 参加費は、無料 

５ 募集人員 
  ２０名（先着順とします） 

６ 参加申込と締め切り日 
① 参加申込書に記入し笹間振興センターへ持参またはＦＡＸのこと 
② 締め切り日は、１０月１５日（金） 

７ 特記 
① 持ち物は、昼食・飲料水・雨具など持参 
② 装備は、軽登山靴又は長靴と長袖・長ズボンにリュックサックで（手提げ袋は×です） 
③ 当日の天候で山行中止もあるので、当日朝 6時から 7時の間に下記へ電話確認下さい 

当日の連絡先（携帯）：八重樫 洋（09089220364）、照井康利（09043156078） 
④ この件の問い合わせ先は、笹間振興センター（電話 29-2111）です   

＜参加申込書＞  
名 前 住 所 生年月日 連絡先電話 

    

    

注① 傷害保険に加入しますので、住所と生年月日は必ずご記入下さい。 
注② 締め切り日は、10月 15日（金）です 

 

 

“ふるさとの山“ 
秋の「八方山（71６m）」へ紅葉を訪ねて歩こう!  

 

－ － － － － － －き り と り 線－ － － － － － － 

ほ 

笹間剣道教室の案内（８回開催） 
○日 時 １０月２日から１１月２７日まで 
     毎週土曜日（10/2、9、23、10/30、

11/6、13、20、11/27）16:00～19:00 
○場 所 笹間地区社会体育館 
○定 員 １５名 
○講 師 八重樫昌耕さん、佐々木政明さん 
     高橋 康喜さん 
○服 装 運動できる服装 
○持ち物 防具等（無い場合は貸します） 
○申込先 笹間振興センター ☎29-2111 
 

自然探訪教室の案内 
○日 程  １０月１１日（月）一関市「須川高原」 

行程表等は当日配布します。 

○出 発 笹間振興センター９時 小雨決行 

○講 師 市生涯学習講師 福盛田 弘さん（高木） 

○参加費 １００円（当日の朝徴収します。） 

      内訳：傷害保険料他 

○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 

○欠席報告 ８日(金)の午前中までに連絡下さい。 

4/17 山開き行事の様子 



 

 

 

ウォーキング教室開催の案内 
 １０月が最終回となります。当日は、太田ス
ポーツキャンプむら方面を目指してウォーキン
グした後、集合場所まで戻り準備した軽い昼食
を取り現地解散とします。皆様の参加をお待ち
しています。 
○日 時 １０月１９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） 

○集合場所 清水野農村公園 
○コース スポーツキャンプむら方面ウォーキング 
○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） 
 

笹間楽生学園の案内 
◆第４回楽生学園 
○日 時 １０月１２日（火）午前１０時～ 
○場 所 笹間振興センター 
○講 師 花巻市生涯学習講師 玉山朱美さん 
○テーマ 片付けからはじめる「あったかい生前整理」 
◆第５回楽生学園（移動研修） 
○期 日 １０月２８日（木） 

○場 所 二戸市浄法寺（行程表等は当日配布） 
○主な行程 8:45笹間振興ｾﾝﾀｰ出発⇒滴生舎（漆 
     工芸見学）⇒桂清水⇒瀬戸内寂聴記 

念館⇒16:30笹間振興センター 
○参加費 1,500円（昼食代、入館料、傷害保険） 
○募集人数 １５人 
○締 切 10月 20日（水）先着順で締切ります。 

笹間婦人学級移動研修の案内 
 震災から１０年、復興からの未来へ、復興を

共に進めることをテーマに開催します。 

○期 日 １１月８日（月） 

○場 所 陸前高田市（行程表等は当日配布） 

○主な行程 8:45笹間振興ｾﾝﾀｰ出発⇒遠野産直「 

ともちゃん」⇒気仙大工左官伝承館 

⇒3.11希望の灯⇒東日本大震災津波 

伝承館⇒献花の場・津波復興祈念公 

園⇒16:30笹間振興ｾﾝﾀｰ 
○参加費 1,500円（昼食代、入館料、傷害保険） 
○募集人数 １５人 
○締 切 11月 1日（月）先着順で締切ります。 
 

新型コロナウイルス感染症への対応に伴う施設利用の制限について 
花巻市では、「新型コロナウイルス感染拡大による市関連施設の利用制限ガイドライン」に規定す

るレベルを４（休館）から３に移行しました。 

○レベル３設定：令和３年９月２７日（月） ～ 当面の間 

レベル３ 利用制限内容 

笹間振興センター 笹間地区社会体育館 

【県内市内感染拡大期】 

・市内で感染拡大の恐れがある

場合 

・県内で感染拡大の恐れがある

場合 

・対象制限：市民・市内団体 

・開 館 日：土日祝日を除く 

・開館時間：９時～１７時（夜間は閉館） 

・利用人数：人数制限あり 

(対人距離２m最低１m) 

・利用時間：２時間以内 

・そのほか：飲食・調理不可 

※指定管理者が必要と認める場合は開館・閉館

することができる。 

・対象制限：市民・市内団体 

・利用人数：人数制限あり 

(対人距離２m最低１m) 

・利用時間：制限なし 

・そのほか：飲食一部可 

（水分補給、弁当のみ可） 

 

※指定管理者が必要と認める場合は

休館することができる 

 

 
 
★10 月・11 月の主な行事予定★ 
○「笹間剣道教室」 

２日（土）午後４時～    笹間社会体育館 
○定例民協 

６日（水）午前９時３０分～  笹間振興ｾﾝﾀｰ 
○「自然探訪教室」 
１１日（月）午前９時～  一関市「須川高原」 

○「笹間楽生学園」 
１２日（火）午前１０時～      笹間振興ｾﾝﾀｰ 

○「ウォーキング教室」 
１９日（火）午前９時～  清水野農村公園集合 

○「笹間裂き織り教室」 
１９日（火）午前９時３０分～  笹間振興ｾﾝﾀｰ 

○「フレッシュ健康体操教室」 
２２日（金）午後７時～     笹間振興ｾﾝﾀｰ 

○「秋の八方山登山」 
２３日（土）午前８時    笹間振興ｾﾝﾀｰ集合 

○「わらしぇんど」 
２３日（土）午前９時３０分～   笹間振興ｾﾝﾀｰ 

○「西南地区茶道教室」 
２８日（木）午前９時３０分～太田「むらの家」 

○「笹間楽生学園」移動研修 
２８日（木）午前 8時 45分出発  二戸市浄法寺 

○「笹間婦人学級」移動研修 
11月 8日（月）午前 8時 45分出発  陸前高田市 
  

フレッシュ健康体操教室の案内 
今年度も地区民の健康増進を目的にフレッシ

ュ健康体操教室を開講いたします。 
○日 時 １０月２２日（金）19:00～20:30 

 ②11/12 ③11/26 ④12/10 ⑤12/24   
⑥1/14 ⑦1/28 ⑧2/11 ⑨2/25 
 時間：②～⑤19:00～、⑥～⑨10:00～ 

○場 所 笹間振興センター（１階和室） 
○講 師 花巻市生涯学習講師 及川礼子さん 
○受講料 無料       
○募集人数 ２０人 
○募集方法 笹間振興センターに申し込み下さい。 

☎ ２９－２１１１ 
 

 

 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中止また
は変更になる場合があります。 
 


