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６月５日（日）に地区民、サポーター、生活環境部会員に協力をいただき轟木・北笹間・南笹間 

３地区の笹間バイパス路肩にヒマワリ（品種：サンスポット）の種を蒔きました。 

 今年は開花したヒマワリの花の色が稲穂とかぶらないよう品種を変更しましたが、どんな大輪が

咲くか楽しみです。順調に生育すると８月お盆の頃が見頃となります。この間、サポーターや部員

の協力をいただきながら草取りなどの管理をしてまいります。 

当日参加していただきました地区民皆様のご協力に感謝申し上げます。 

フラワーロードに花の種を蒔きました!! 
～ 地区民皆様のご協力に感謝申し上げます ～  生活環境部会

事業 

 

ウォーキング教室開催の案内 
       保健福祉部会事業 
 第２回ウォーキング教室のご案内をします。 

○日 時 ７月１２日（火） 午前９時集合 

延妙寺住職から県指定文化財等説明      

（小雨決行、雨天時は笹間社会体育館） 

     ※３回目以降の開催日は「さんさん」

でお知らせします。 

○集合場所 北笹間 延妙寺駐車場 

○コース 説明終了後 周辺ウォーキング 

○持ち物 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） 

 

裂き織り教室開催の案内 
 第２回講座のご案内をします。裂き織りに興味 

のある方の参加をお待ちしています。 

○期 日 ７月１９日（火）（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 花巻市生涯学習講師 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等 

○費 用 糸代実費 

○申込先 笹間振興センター ☎２９－２１１１ 

   

南笹間 種蒔きの様子 北笹間 種蒔きの様子 轟 木 種蒔きの様子 

☆自然探訪教室からお知らせ☆ 
 ７月２１日（木）に第２回自然探訪教室を開 

催します。今回は一関市「須川高原」初夏の高 

山植物を鑑賞します。 

事前にご案内していますが、当日都合により 

欠席する方は、１９日（火）の午前中までに笹 

間振興センターに連絡をお願いします。 

 受講者の皆さんには体調管理に万全を期して 

全員揃って開催出来るようお願いします。 

 

 

 

老人クラブ女性部が草取りボランティア 
 ６月９日（木）、老人クラブ女性部員１５名の

皆さんに社会体育館砂利駐車場の草取りを行っ

ていただきました。地元に貢献したいとの思い

から毎年実施されているものです。 

女性部の皆さん有り難うございました。 
 

 



    

 

笹間楽生学園開催の案内 
第３回講座のご案内をします。男女共同参画 

社会について寸劇などを交えて楽しく学べる講 
座を開催します。 
○日 時 ７月２７日（水） 

午前１０時～午前１１時３０分 
○場 所 笹間振興センター 
○講 師 花巻市地域づくり課 職員 
     花巻市男女共同参画推進員 
○内 容 寸劇「生涯いきいき あなたも わた

しも」～男女共同参画社会～について 
○申込先 笹間振興センター ☎29－2111 
 

第４回わらしぇんど（子育て支援事業） 
○日 時 ７月３０日（土）午前 9時 30～2時間

（時間内出入り自由） 
○場 所 笹間振興センター１階和室 
     ※利用制限ガイドラインレベルが変更

された場合は連絡いたします。 
○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 
○問い合わせ先 渡辺喜代子さん☎090-3365-7614 

※８月に昨年も実施した「川遊び」を予定して

います。詳細は当日にお知らせいたします。 

 

夏の星空観察会開催の案内 
 令和４年度教育振興部会事業「第１回星を見 
る会」を開催します。夏の星座や惑星の確認と 
天体望遠鏡を利用した月の表面の観察会を開催 
します。 
○期 日 8月 1日（月）、2日（火）、3日（水） 
     （天候により上記期日の何れか 1日） 
○時 間 午後７時３０分～（１時間程度） 
○場 所 笹間振興センター駐車場 
○定 員 先着２０組（親子で４０人を想定） 
○申 込 小・中学校に案内（申込書）送付予定 
○その他 当日午後４時に開催決定を判断します 
     実施可否は午後５時までに笹間振興セ 

ンターに問い合わせ願います。 

★７月の主な行事予定 
 
 
 

○定例民協 
  ６日（水）午前９時３０分～ 笹間振興ｾﾝﾀｰ 
○「ウォーキング教室」 
 １２日（火）午前９時     延妙寺集合 
○「裂き織り教室」 
１９日（火）午前９時３０分～ 笹間振興ｾﾝﾀｰ 

○「笹間愛唱歌を歌う会」 
１９日（火）午前１０時～    笹間振興ｾﾝﾀｰ 

○「自然探訪教室」 
２１日（木）午前９時～ 一関市「須川高原」 

○「笹間婦人学級」 
２６日（火）午前１０時～   笹間振興ｾﾝﾀｰ 

○「笹間楽生学園」 
２７日（水）午前１０時～   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 

○「わらしぇんど」 
３０日（土）午前９時３０分～ 笹間振興ｾﾝﾀｰ 

○「ささまカッパリ隊」カヌー体験事業 
３１日（日）午前 10時、午後 1時 栃内「新堤」 

★８月の主な行事予定 
○「夏の星空観察会」 
１日～３日までの晴天の日（１日） 

  午後７時３０分～ 笹間振興センター駐車場 
 

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。 
 

笹間愛唱歌を歌う会開催の案内 
 第３回講座のご案内をします。マスク越しの発 
声となりますが楽しく歌いましょう。コロナ感染 
症対策から短時間の開催としています。 
○日 時 ７月１９日（火） 

午前１０時～１時間程度 
○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 
○開催日 第４回講座から、原則開催月の第２火 

曜日開催となります。 
○申込先 笹間振興センター ☎29－2111 
○その他 マスク着用をお願いします。 
 

笹間地区体育協会よりお知らせ 
 例年、７月第２日曜日に開催していました「笹 
間地区民大運動会」は、先般の役員会協議によ 
り、秋までの期間で新型コロナウイルス感染症 
の収束状況を見たうえで大会を開催することを 
決定しましたので、７月は開催せず延期いたし 
ます。地区民皆様にはご理解を賜りますようお 
願い申し上げます。 

西南地区茶道教室開催の案内 
 第３回講座のご案内をします。興味のある方の
受講をお待ちしています。 
○日 時 ７月２８日（木）午前９時３０分～ 
○場 所 太田「むらの家」 
○講 師 藤原 律子さん 
○費 用 茶菓子等の実費負担あり 
○開催日 3回目以降は原則、開催月第 4木曜日 
○申込先 笹間振興センター ☎29－2111 

笹間婦人学級開催の案内 
第２回講座のご案内をします。培って蓄積した知 

識等を学びなおし人生を豊かに過ごしましょう。 
○日 時 ７月２６日（火） 

午前１０時～午前１１時３０分 
○場 所 笹間振興センター 
○講 師 花巻市生涯学習講師 高橋福子さん 
○内 容 「人生１００年！ 大人の女性の学び

なおし」 
○申込先 笹間振興センター ☎29－2111 
 

笹間婦人会が花苗の植栽ボランティア 
 ６月１０日（金）、笹間婦人会の皆さんがボラ
ンティア活動の一環として、笹間振興センターと
社会体育館駐車場の花壇とプランターに花苗を
植えていただきました。 
婦人会の皆さん有り難うございました。 

 


