
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

ふ れ こ と 
（太田地区振興会だより） 

    令和 3年 4月 15日  119号 

 

生活環境部より報告         ４月１１日(日) 

■不法投棄禁止啓発のぼり旗を設置 

保健福祉部で開催した「男の料理教室」のレシピを

紹介致します。（講師は、 佐藤ユウ先生） 

今回ご紹介するのは、夕飯にピッタリ、食べ応えの

ある鶏もも肉を使用したおかずです。 

是非ご自宅でチャレンジしてみてください！ 

 
 
 

 

 

■令和３年度太田地区振興会 

定期総会は書面議決となります。 

鶏もも肉の押し焼き 
【材料】（４人分） 

鶏もも肉    １枚   ナンプラ―  大さじ１/２ 

塩・こしょう   適宜   酒          大さじ１/２ 
【作り方】 
１. 鶏もも肉は、厚いところを包丁で切り込みを入れ平らにし、皮

目全体をホークでさしておく。 

２. ジップつき耐熱用袋に 1 の鶏もも肉を入れ、塩、こしょう、ナン

プラー、酒を入れ、周りからもみ、味をなじませる。 

３. フライパンを空焚きし、弱火にし、２の鶏もも肉を皮目からの

せ、ゆっくりフライ返しで押しながら焼く。 

４. 途中､油が出てきたら、キッチンペーパーで取り除き、皮目に

程よい焼き目がついたら返し、脂を取り除きながら加熱する。 

4月2２日(木)に開催予定の太田地区振興会定期総

会は、新型コロナウイルス感染症の予防のため、書面

議決と致します。なお、総会の関係書類は、代議員の

皆様に送付致しますので宜しくお願い致します。 

○議事 
（１）議案第１号  

 

（２）議案第２号 

        

 

 

1）令和２年度事業報告および収支決算の承認について 

2）令和２年度指定管理収支決算の承認について 

1)令和３年度事業計画および収支予算（案）について 

2)令和３年度指定管理収支予算（案）について 

 

太田地区公衆衛生組合連絡

協議会の要望により不法投棄の

早期発見と拡大防止を目指し、

各地区 3～5 箇所に春と秋の 2

回にわたり、啓発のぼり旗を設

置し不法投棄の撲滅を呼びかけ

てまいります。 

不法投棄を見かけた方は、花

巻市生活環境課(24-2111 内線

266、267)までご連絡ください。 

■太田振興センターと太田地区社会 

体育館の指定管理について 
太田振興センターと太田地区社会体育館の指定管理

が平成２８年度から令和２年度までの５年間の契約期間

の満了となりました。 

令和３年度から令和７年度の５年間も太田地区振興会

が継続して管理を担ってまいります。 

新型コロナウイルス感染症関連については予断を許

さない状況ですが、役員、スタッフ一同気持ちを新たに

太田地区の皆様が安心して利用できる施設の管理運営

を目指して参りますので、地区の皆様の応援とご協力

を宜しくお願い致します。 

 

例年５月１５日に高村山荘詩碑前広場にて開催し

ております高村祭は、新型感染症への感染防止対

策として執り行わないことと致しました。 

何卒ご理解いただけますようお願い致します。 

一般財団法人 花巻高村光太郎記念会 ☏２９-４６８１ 

 

■ 振興センターと社会体育館の使用 

制限について（当分の間） 
レベル３ 利用制限 

太田振興センター 
 

 

 

 

 
※指定管理者が必要と

認める場合は、開館、閉

館することが出来る。 

 

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 

 
太田地区社会体育館 

 

 

 

 

※指定管理者が必要と

認める場合は、閉館す

ることが出来る。 

 

利用対象 市民・市内団体のみ 

開館日・時間 通常どおり 

人  数 制限あり(５０名まで) 

対人距離２ｍを目安に 

利用時間 通常どおり 

そ の 他 飲食・調理不可(水分補給、 

弁当のみ可)、不特定多数 

が参加のイベント不可 

 

 

高村山荘は、花の季節

を迎え、レンギョウ、こ

ぶし、ミズバショウ、カ

タクリなどが咲いてお

ります。ぜひいらしてく

ださい！ 

 

 

 

カタクリの花が 

見頃です。 レンギョウ 

 

mailto:ootatiku@gmail.com


 

姥 宿

い き

い き

サ ロ

ン の

皆 さ

ん 

 

 

教育振興部よりお知らせ 
令和３年度自然探訪教室について(予定) 

令和３年度開催予定の自然探訪教室は下記の場所を予定し

ております。花巻市との共催バスの調整がつき次第、受講者の

皆様には、詳細をハガキにてお知らせ致しますのでもうしばら

くお待ちください。 

① ６月初旬 平庭高原の春 ツツジと白樺林 

② ７月   八幡平夏の花 

③ １０月     須川高原の紅葉 
※持ち物 登山にあった服装と靴でお願いします。昼食、水筒、おや 

つ、タオル、ちり紙、雨具、傘 

※新型コロナウイルス感染症の防止の為、検温、マスクの着用、消毒 

へのご協力をお願い致します。 

※自然探訪教室のお申込みは、既に終了致しております。 

☏ ２８-２１３４ 太田振興センター 

４月の予定 
◆生活環境部 
日時：29 日(木)９:００ 

場所：高村光太郎記念館 

駐車場集合 

内容:自然保護カタクリの花移植 

 

５月の予定 
◆ふるさと会 
日時：１９日(水)９:３０ 

場所：太田振興センター 

内容:案内板点検と文字補修 

 

移動図書館車(ぎんが号） 

運行日程（５月） 
 

◎農協太田支店 

１３日（木）13:40～14:00 

５/８（土）～５/１７（月）  自転車の安全利用推進期間 

スローガン「自転車に乗るならきみも運転手」 
▶自転車も車両です。自転車の飲酒運転、二人乗り、並進、 

傘さし、携帯電話の使用、ヘッドホンの使用等の危険行為 

の禁止。 

▶交差点での信号遵守と一時停止・安全確認をしましょう。 

▶新入生の多い時期です。自動車の方は、児童、生徒の歩 

行、自転車を見かけたら減速しましょう！ 

 

訂正のお詫び  

3/15 号の SDGs の記事で 17 のゴールの表の１７番目が抜けて

おりました。お詫び致します。 

追加  17 パ―トナーシップで目標を達成しよう 

 

 

悠々と泳ぐ鯉のぼり むらの家 ４月１日(木) 
 

佐藤定氏と有志３名によりむらの家に鯉のぼりが設置さ

れました。この鯉のぼりは、佐藤定氏がむらの家に寄贈し

た新しい鯉のぼりです。佐藤氏は、「ひな祭りだけでなく５

月の節句に合わせて鯉のぼりもあればいいなと思ってお

りました。地区の子供たちをはじめ、皆様に見ていただけ

たら嬉しい。」と話しておりました。 

設置作業が終了した後は、青空のもと悠々と泳ぐ鯉の

ぼりの下で学童クラブの児童と一緒に童謡「こいのぼり」

を歌いました。 

皆さんもむらの家の鯉のぼりをぜひご覧ください！ 

 

各種団体の集金について 
令和３年度太田地区各種団体の 

戸別集金について 
新型コロナウイルスの感染拡大予防のため各種団体の

総会資料を各地区の区長より承認をいただき、地区の皆

様にも回覧をいただいたところです。総会資料への地区

の皆様からのご意見、ご質問もございませんでした。 

なお戸別集金について前年と同様、地区の皆様のご協

力を宜しくお願い致します。 

 
( 社会福祉協議会の会費は別途集金となります。 ) 

 【各種団体の戸別集金の金額】 

① 交通安全協会太田分会        ３５０円 

② 防犯協会太田支部          ３００円 

③ 太田地区公衆衛生組合連絡協議会   ３００円 

合計    ９５０円 

 

熊に注意！ 
昨年より太田地区内で熊による人身被害が３件発生

しております。(既に被害に関する個体は、猟友会により

駆除されております。) 春になると山菜取り、早朝から

の農作業など熊と出くわす機会が増えます。自宅近く

の畑で襲われたり、居室への侵入、家畜小屋での出没な

ど熊が人の生活圏に近づいていることに驚きます。 

熊の被害を防止するための行動を考えてみましょう。 
 

熊に出遭わないために 
 

1. 入山地域の熊の出没情報を収集し、危険な場所に 

近づかない。 

2. 熊の行動が活発な朝夕や霧の出ているときの行動

はさける。 

3. できるだけ単独行動はさけ、２人以上で行動する。 

4. 鈴、笛、ラジオなど音のするものを身につけ人の存 

在を知らせる。 

5. 時々あたりに注意を払いクマのフンや足跡を見つ 

けたら引き返す。 

6. コンポストの生ごみや農地での野菜・果物の廃棄残 

渣を適切に処理する。 

7. 草刈機などに使われるガソリンなどの揮発性物質 

は、熊を誘因するため保管場所に注意する。 

※もし熊に出会った時は、大声を出したり、物を投げつ 

けたりせず熊の動きを見ながらゆっくり後退する。

(背中を見せて走ると本能的に追いかけてきます。) 
 

熊を目撃した時は、花巻警察署(0198-23-0110) 

または、市農村林務課(0198-23-1400)へ連絡してく 

ださい。 

 

それは詐欺です！ 
４月６日に県内全域で自治体

職員をかたり、「介護保険料の

還付がある。」などと言って個

人情報を聞き出そうとする詐

欺の予兆電話が発生しておりま

す。ご注意ください！ 

 

 
上の写真 

右 佐藤定さん（下坂井）、 

中央 阿部敏美さん（大森）、 

左奥 佐々木勝利さん（姥宿）、 

左手前 安藤香さん（下坂井） 

 

 

  

 

 

 


