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笹間地区行政区長会では、令和３年度の土木施設整備事業要望箇所として、新規４箇所（防雪柵設置）、継

続８箇所（現道舗装、舗装修繕）を花巻市に要望しました。 

 路線・備考  路線・備考 

継続 片子沢東 5 号線、槐田・片子沢線（幼稚園西側） 継続 清水寺・上後藤線西接続の法定外道路高橋静夫宅前 

継続 上栃内西 1 号線全線（八重樫善美宅南） 継続 南笹間 伊藤武治宅北～平藤つや子宅西（未舗装部分） 

継続 南笹間八幡 2 号線 継続 大曲横断北線（一部補修済ヶ所から東側部分） 

継続 谷地１号線一部（佐藤勝彦宅東～佐藤利雄宅東） 新規 防雪柵設置４箇所 ①清水野後藤野線②清水野上

後藤野線③南笹間横断線④熊野内野線 継続 栃内３５地割地内上栃内・樋田橋線～谷地６号線 
◆令和２年度要望の採択状況 

 ①片子沢東 5 号線、槐田・片子沢線 ⇒ ささま幼稚園～笹間バイパス間舗装（令和３年度測量設計実施） 
 ②月夜・後藤線 ⇒ 現道舗装済（高月 八重樫忍宅東） 
 ③内室南６号線全線 ⇒ 現道舗装済（内室 高橋幹雄宅東） 

  
 
  
 
  
 
 今年も６月頃から熊の目撃情報が多く寄せられている状況にあります。９月８日には横志田地内 

で熊が窓ガラスを割って家に侵入し襲われて怪我をした事故は皆さんも記憶に新しい所だと思いま 

す。このような害獣被害を未然に防止するためのパトロールや駆除に日夜奮闘している団体が猟友 

会です。当会議では笹間地区で害獣被害や発見した際に太田猟友会（会員１０名）にパトロール等 

の対応をお願いしていることを踏まえて当該団体に活動助成金を交付しています。 

１０月２０日（水）、当会議の伊藤晴二会長と太田猟友会事務局佛川正見さんが懇談し、今年度の 

太田猟友会活動状況や地区内で出没が多い場所等について伺いましたので、その内容を記載します。 

 １ 今年度の活動状況（延べ日数、延べ人数） 
月 地区 日数 人数 月 地区 日数 人数 

３月 太田 ８ ３６ ７月 太田 ３４ ９６ 
笹間   笹間 ９ ２０ 

５月 太田 ５ １７ ８月 太田 １４ ４５ 
笹間 ３ ３ 笹間 ６ １５ 合 地区 日数 人数 

６月 太田 １６ ４７ ９月 太田 ２ ４  
計 

太田 ７９ ２４５ 
笹間 ２ ３ 笹間 ３ １２ 笹間 ２３ ５３ 

２ 笹間地区内で熊の出没が多い場所（川沿い、堤など） 

  宇南川、中堤、すずの森（上人塚） 

 ３ 熊・鹿・猪を発見した場合の連絡先 

   ・熊は１１０番通報すれば、警察署から猟友会や駐在所に 

連絡する。 

   ・行政区長にも連絡する。 

   ・鹿、猪は太田猟友会事務局佛川正見さんの携帯 

（090-3127-8335）に連絡する。 

 

笹間地区コミュニティ会議の交付金助成団体 

太田猟友会の活動等を紹介します 

 

R3.2.20横志田地区で猪駆除 

令和３年度 

土木施設整備事業要望書を花巻市に提出 
 



 

 

 

☆ウォーキング教室からお知らせ☆ 
今年度は「整備された公園 

・堤を回る」と題して６月２ 
２日に第１回講座を開講して 
１０月１９日に最終回講座を 
開催しました。来年度も皆様 
の参加をお待ちしています。 
 

笹間楽生学園の案内 
室内で楽しめるゲームで運動不足やストレス

を解消しましょう。 
○日 時 １１月９日（火）午前１０時～ 
○場 所 笹間振興センター 
○テーマ 室内で楽しめる「レクレーションゲ

ーム」⇒ストラックアウト、ビーン
ボーリング、輪投げ等 

笹間婦人学級移動研修の案内 
○期 日 １１月８日（月） 

○行 程  8:45 笹間振興ｾﾝﾀｰ出発⇒東和 IC・宮守 

IC⇒9:45 遠野産直「ともちゃん」⇒11:15 

気仙大工左官伝承館、3.11 希望の灯り 

見学⇒12:00 海浜館（昼食）12:50 出発 

⇒13:00 献花の場・津波復興祈念公園見 

学⇒13:55 東日本大震災津波伝承館見 

学・説明⇒15:00 出発⇒東和 IC・宮守 IC 

⇒16:30 笹間振興ｾﾝﾀｰ着 

 

花巻市からのお知らせ 
■笹間地区市政懇談会を開催します 
 市長又は副市長が地区へ伺い、直接皆さんの声を

お聞きします。地域の声を市政に伝える貴重な機会

ですのでぜひご参加ください。 

開催日 時間 会場 

11月 15日(月) 午後 6時～ 笹間振興センター 

【時間】１時間 30分程度 

※感染症対策のため、マスクの着用をお願いいたし
ます。 

※新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、急
きょ中止とする場合があります。 

【問い合わせ】花巻市役所地域振興部地域づくり課
(☎41-3514) 

 
 
★１１月の主な行事予定★ 
○「笹間剣道教室」 
6、13、20、27日（土）午後４時～笹間社会体育館 
○「笹間郷土史講座」移動研修 

７日（日）午前９時出発  御所野縄文博物館 
○「笹間婦人学級」移動研修 

８日（月）午前 8時 45分出発 陸前高田方面 
○定例民協 

８日（月）午前９時３０分～  笹間振興ｾﾝﾀｰ 
○「笹間楽生学園」 

９日（火）午前１０時～      笹間振興ｾﾝﾀｰ 
○「フレッシュ健康体操教室」 

12日、26日（金）午後７時～  笹間振興ｾﾝﾀｰ 
○市政懇談会 
１５日（月）午後６時～      笹間振興ｾﾝﾀｰ 

○「そば打ち教室」 
18日、25日（木）午前１０時～  笹間振興ｾﾝﾀｰ 
○「わらしぇんど」 
２０日（土）午前９時３０分～   笹間振興ｾﾝﾀｰ 

○「西南地区茶道教室」 
２５日（木）午前９時３０分～太田「むらの家」 

 

フレッシュ健康体操教室の案内 
１１月開催のフレッシュ健康体操教室の案内

をいたします。 
○日 時 １１月１２日（金）、２６日（金） 

午後７時～ 
○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 
 
 

 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。 
 

わらしぇんどの案内 
○日 時  １１月２０日（土） 

午前 9時 30～午前 11時 30 分 
（時間内出入り自由） 
※毎月主に土曜日（不定期）開催 

○場 所 笹間振興センター1階和室 
○対 象 お子様(0 歳～)とその保護者 
○内 容 大型絵本の読み聞かせ、ママたち向け

のお気軽ストレッチｅｔｃ 
■お問合せ先  連絡先 ☎090-3365-7614 

渡辺喜代子 

 

そば打ち教室の案内 
 恒例となりました「新そば」を使用したそば 
打ち教室を開催します。 
○日 時 1回目 11月 18日（木）午前 10時～ 
     2回目 11月 25日（木）午前 10時～ 
○場 所 笹間振興センター（１階和室） 
○講 師 南笹間 高橋 好さん 
○会 費 ５００円       
○募 集 方法 笹間振興センターに申し込み下さい。 

☎２９－２１１１ 

「秋の八方山登山」は中止しました 
 １０月２３日に予定していた登山は午前中雨
の予報から中止しました。また、春の合同山開
き登山も朝からの雨で中止した経過にありま
す。来年は天候に恵まれて開催したいものです。  

笹間郷土史講座移動研修の案内 
○期 日 １１月７日（日） 

○行 程 9:00 笹間振興ｾﾝﾀｰ出発⇒9:10 花巻南 IC

発⇒10:20一戸 IC着⇒10:30御所野遺跡

（縄文博物館）見学⇒11:30 昼食⇒12:30

御所野縄文公園見学（案内・説明）⇒

14:30 御所野遺跡出発⇒一戸 IC・花巻南

IC⇒16:00 笹間振興ｾﾝﾀｰ着 

 

１０月２２日現在、例年サケが遡上する北
上市成田成和橋上流堰堤部の観測地
点までサケはきていません。 


