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八日市振興センター内 

花巻市石鳥谷町大興寺8-157-4 

電話/FAX 45-4840 
八日市地区コミュニティだより 

地区民体験講座参加者募集！ 
 各講座先着順、お申込みお問合せは事務局まで！ 

・女性の料理教室「時短料理でらっく楽！」 
日 時 11 月 12 日（金） 

午前 9時 30 分～12 時 30 分予定 
場 所 八日市いきいき交流館（振興センター） 
参加費 600 円（当日徴収） 
持ち物 エプロン、三角巾（バンダナ等）、手拭きタ

オル、包丁、自分用の飲み物 

 
・男の料理教室 「家のみ！おつまみ料理」 
日 時 11月 29日（月）午後2時～5時予定 
場 所 八日市いきいき交流館（振興センター） 
参加費 650 円（当日徴収） 
持ち物 エプロン、三角巾（バンダナ等）、手拭きタ

オル、包丁、自分用の飲み物 

 

・ 「子どもの楽しい運動教室」 
日 時 11 月 20 日（土） 

午前 10 時～11 時 30 分予定 
場 所 八日市構造改善センター  
参 加 費 無料 
内 容 コミュニケ―ションを図りながら身体を動

かし創意工夫を学ぶ 
持 ち 物 室内用の運動靴、汗拭きタオル、自分

用の飲み物 
対 象 者 八日市地区石鳥谷小学校児童とその

兄弟姉妹（幼児が参加する場合は保
護者の付き添いが必要です） 

申込み先 各区小学校 PTA 地区委員 
※子どもの運動教室は、各区石小PTA地区委員に取

りまとめをお願いしております。 

八日市地区コミュニティ会議事務局 
担当：熊谷 ☎45-4840 

＜10/18からの施設の利用制限一部変更について：現在利用制限レベル 1＞ 

 10/18 から施設の制限が一部変更となりましたのでお知らせいたします。 

 屋外施設を含め、利用される場合は必ず事前の申請と、使用後に参加者（出席者）の名簿の提出が必要

になりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 レベル 2 から変更になった箇所を下記のとおり赤字で記載しておりますので、確認をお願いいたします。 

 いきいき交流館、ゲートボール場 構造改善センター 

対象者 
原則、市民・市内の団体 
利用者の一部、講師や指導者が市外在住の場合でも「市民・市内団体」に準じる
ものとして使用可。 

休館日 
祝日、第 2、第 4月曜 
12/29～1/3 

毎週月曜 
12/29～1/3 

開館時間 8：00～22：00 9：00～21：00 

利用人数 
※対人距離（ 2ｍ
（最低 1ｍ））確保 

活動室：25 人 
研修室：16 人 
調理実習室：7人 
ゲートボール場： 
対人距離 2ｍが確保できる人数 

多目的ホール：50 人 
会議室(和室)：17 人 
調理室：４人 

利用時間 

2 時間以内 
準備が必要な調理実習などの生涯
学習活動は 3時間以内。 

時間制限なし 
部活動、スポーツ少年団の活動は花巻市
教育委員会教育長からの部活動等に関す
る通知に基づき、準備を含め平日 2時間、
休日 3時間以内とし、最低でも平日 1日、
週休日 1日は休養日とする。（市スポーツ
少年団本部に加盟していない小中高生を
含む団体も同様） 

飲食・調理 

飲食・調理一部可 
料理教室などの調理実習は可とする。水分補給可。 
飲食を伴う懇談会や懇親会、集会は不可とする。 
調理実習で調理したものの飲食、会議等の茶菓、弁当は可とする。（食品や飲
料の回し食べ、回し飲み、大皿料理は避ける） 

運動公園も団体利用する場合は事前の申請が必要です。申請や、利用制限について分からないことがありま

したら、いきいき交流館（振興センター）までお問い合わせください（電話 45-4840）。 



＜要望調査（地域課題）の解決の方向について＞ 
今年度の課題調査は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各公民館で開催していた

地域懇談会は開催せず、地域の各団体へ調査を依頼しました。 
提出された課題を部会、役員会で協議しましたので、その解決の方向と現在の対応状況

をお知らせいたします。（福祉部会に関する地域課題はありませんでした） 
 
【総務企画専門部会】 

No. 内 容 解決の方向 

1 
公民館備品整備 ①北寺林公民館 ホワイトボード、照明交換 経費の 2 分の 1 を補

助します。 ②富沢公民館 換気扇交換 

2 

防火水槽の門扉修理 ①北寺林第3地割 県道盛岡石鳥谷線から松
林寺橋へ向かう途中 

市の担当課が現地を
確認し、必要な箇所は
順次修繕するとのこと
です。 

②北寺林第 4 地割 北寺林公民館から南下 

③北寺林第 8 地割 子牛田山神宮近く 

3 

空き家問題 大興寺第 12 地割 元運送会社倉庫 
（持ち主を探し処分するなり管理をしてほしい。倉庫
に置いているトタンなど物が飛んできたり、草刈もさ
れておらず、虫や蛇が発生している。） 

個人の財産で対応が
難しいですが、市と協
議し、どのような対処
が可能か検討していき
ます。 

 
【教育振興専門部会】 

No. 内 容 解決の方向 

1 

石碑及びその周辺の管理 長谷堂第 3 地割、大興寺第 4 地割境界 
（石碑が倒れているので起こしてほし
い。倒れた石碑の所の U 字管も老朽化し
ている。石碑周辺の除草も課題） 

詳しい調査が必要な
ため、再度地域で検討
し直すことになりまし
た。 

 
【生活環境産業対策専門部会】 

No. 内 容 解決の方向 

1 

防犯灯の設置 ①道の駅交差点から石鳥谷保育園の間 
①設置保留とします。
（該当地域で継続して
検討していくとのこと
です） 
②設置します。 

②市道白幡大興寺線と市道富沢 9 号線との交差点 

2 

標識周辺の改善 ①市道寺林線と市道富沢線との交差点 
（旧雑貨屋付近/立木が止まれ標識に被ってい
る） 

①立木伐採により現在
は改善済みです。 
②③5 月に市へ交通安
全要望として提出済み
です。 

②市道寺林線と市道白幡大興寺線との交差点 
（八重樫政憲さん宅付近/案内標識により止ま
れ標識が見えにくい） 

③市道富沢線と県道石鳥谷花巻温泉線との交差
点（石鳥谷保育園付近/案内標識により止まれ
標識が見えにくい） 

3 
カーブミラー設置 石鳥谷保育園駐車場から県道へ出る T 字路 5 月に市へ交通安全

要望として提出済みで
す。 

4 

信号機設置 ①市道寺林線と市道富沢線との交差点（旧雑貨屋付
近） 

①5 月に市へ交通安全
要望として提出済みで
す。 
②9 月に市へ土木施設
維持補修要望として提
出済みです。 

②県道石鳥谷花巻温泉線と大興寺線との交差点（旧
佐々善商店付近） 
※信号機または速度抑制効果のあるものの設置 

5 
河床整備 耳取川/下河原橋付近 

（増水すると近隣の民家に流れてくる。河川国道事務所
へも相談済み） 

9 月に市へ土木施設
整備要望として提出済
みです。 

6 ごみ集積所修繕 北寺林公民館敷地内ごみ集積所の土台修繕 5 月に 2 分の 1 補助
で対応済みです。 

 

 

 

 

 

 

＜引き続き感染対策の徹底を！＞ 
・手洗い、手指消毒、咳エチケット 
・適切な方法でマスクを着用（ワクチン接種後もマスクを） 
・適度な換気 
・体調不良時は電話相談のうえ、早期に受診 
・密閉・密集・密接については、二つあるいは一つの密でも回避 
・会食は短時間で、深酒をせず、大声を出さず、会話のときは
マスクを着用 

●ホームページ掲載版について● 
・慶弔欄は掲載しません 

・個人名が入った記事は、掲載を見合わせる

場合がありますのでご了承ください 

・人物が写っている画像は加工処理をして掲

載しております 


