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○八日市地区文化祭○11 月 12 日(土)、13 日(日)開催！ 
［日 時］ 11月 12日（土）午前 10時～午後３時 

13日（日）午前 10時～午後２時 30分 

［場 所］ 八日市いきいき交流館（八日市振興センター） 

［内 容］  

12日(土)～13日(日) 作品展示 

八日市地域の小学生、保育園児、各団体、一般 

今年は八日市つるし雛同好会の作品も展示します！ 
 

春日流八日市鹿踊保存会が演舞を行います！！ 
13日(日) 午後1時 八日市運動公園 

（雨天時：八日市構造改善センター） 
※鹿踊演舞終了後、振興センターで見学者に紅白もちを

配布します！（持ち帰り用の袋はご持参ください） 

  ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、出展される方は必ず事前の申し込みをしてください 

 ・出展の申し込みは 11月 9日(水)午後 5時まで（締切厳守） 

 ・作品の搬入は 11月 11日(金)午後 7時～午後 8時、12日(土)午前 9時～午前 10時 

 ・作品の搬出は 11月 13日（日）午後 3時頃からお願いします 

お問合せ・申し込み先 / 八日市地区コミュニティ会議事務局 ☎45-4840 

 

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 

地区民体験講座参加者募集！！ 
 
男の料理教室 「魚のさばき方教室」 

日 時 11 月 29日(火)午後 2時～4時半 
場 所 八日市いきいき交流館（振興センター） 
参 加 費 700 円程度（当日徴収） 
持 ち 物 エプロン、三角巾（バンダナ等）、包丁、

自分用の飲み物 
対 象 者 八日市在住の男性(女性も大歓迎！) 
申込み先 八日市地区コミュニティ会議事務局 

担当：熊谷 ☎45-4840 

 

「親子クリスマスグリーンリース作り教室」 
日 時 12 月 4日（日） 

午前 10時～正午(予定) 
場 所 八日市いきいき交流館 
参 加 費 1,200 円程度（当日徴収） 
内 容 オリジナルのクリスマスグリーンリースを作ります。 
持 ち 物 ハサミ、自分用の飲み物、リース持ち帰り用の

袋 
対 象 者 八日市地区石鳥谷小学校児童とその保護

者 
申込み先 各区小学校 PTA地区委員 
        

 
もちはまかずに 

手渡しするよ！ 

 

八日市地区コミュニティだより 

10/21 からの施設の利用制限 

一部緩和について 
利用人数、利用時間の制限がなくなり、

利用団体へお願いしていた名簿、チェック

リストの提出も不要となりました。しかし、

飲酒を伴う懇親会・親睦会での利用は出来

ませんのでご了承ください。 

振興センターと改善センターの暖房料が変わります 
市の料金見直しにより、当施設の暖房料が 12 月 1 日使

用分より下記のとおり変更になります。 ※1時間/1台 

施設名等 部屋名等 11/30まで 12/1から 

いきいき 
交流館 

活動室・研修室 290円 330円 

調理室 70円 80円 

ロビー 70円 80円 

改善センター 会議室 80円 90円 

移動式暖房器 ブルーヒーター 120円 140円 

  



＜要望調査（地域課題）の解決の方向について＞ 

今年度の地域の要望調査は地域懇談会と地域の各団体への要望調査票で集約しました。 

提出された要望を部会、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。（教育振興部会に関する要望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第 12 区公民館 資源 BOX 修繕、除雪機保
管場所スロープ設置 

予算の範囲内で補
助します。 

②北寺林公民館 冷蔵庫買い替え、公民館表
札交換 

 
 
【生活環境産業対策専門部会】 
No. 内 容 解決の方向 

1 

空き家の環境整備 ①北寺林第 5 地割県道 109 号線沿い、北寺
稲荷神社駐車場脇（家の周りが草、木、
蔦で覆われている） 

9月に区長とコミュ
ニティ会議から市へ
要望しました。 

②北寺林第7地割石鳥谷保育園から道の駅
に向かう途中（雑木、雑草が生い茂って
いる） 

2 
防犯灯の照明拡散カバーの設置 北寺林第 7地割石鳥谷保育園

から道の駅に向かう途中 
協議の結果設置し

ないこととなりまし
た。 

3 

標識、看板の改善 ①市道北野 2 号線（花北青雲高校などが記
載されている案内表示看板が薄れて見
えない） 

 9月にコミュニティ
会議から市へ要望し
ました。 

②花北青雲高校前交差点（止まれ標識が土
台ごと傾いている） 

4 

危険な樹木の伐採、撤去 ①旧清光学園入口付近県道 109 号線
両側（松くい被害を受け倒木の危
険がある松が十数本ある） 

①7 月 15 日開催の市
政懇談会でも市長へ
伝えましたが、改めて
9月にコミュニティか
ら市へ要望しました。 
②9月にコミュニティ
から市へ要望しまし
た。 
③区長が市へ要望し
ておりましたが、改め
て 9 月にコミュニテ
ィから市へ要望しま
した。地権者により既
に対応済みです。 

②北寺林第 5 地割県道 109 号線沿
い、北寺稲荷神社駐車場から道路
挟んで向かい側（歩道に通行上危
険な樹木、枝が覆いかぶさってい
る） 

③北寺林第 7 地割内の市道沿い（住
宅の立木が斜めになり倒木の危険
がある） 

 

5 

市道の舗装 市道富沢 4 号線（市道富沢線の入口から） 9月に区長とコミュ
ニティ会議で市へ土
木施設要望書を提出
しました。 

 
 
【福祉専門部会】 

 

 

 

No. 内 容 解決の方向 

1 

敬老対象者への記念品 対象者全員への記念品が昨年がコロ
ナの事もありハンドソープだったが、
孫や家族との会話のきっかけにもな
ると思うのでお菓子にしてほしい。 

今年度は既に発注
済だったため、来年再
度協議する事としま
した。 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※9/21～10/20 の間で新聞に掲載された八日市地区の慶弔情報はありません。 

～消防署からのお願い～ 

セルフ式ガソリンスタンドの利用について 

 ドライバーの皆さんが自分で給油をするセルフ式ガソリンスタンドは、現在ではた

いへん身近な存在となっています。しかし、ガソリンや軽油は取扱い方法を誤ると大

きな事故につながりかねません。安全に利用するため、次のことに注意して給油作業

を行いましょう。 

 

・必ずエンジンを停止して下さい。 

・給油キャップを開ける前に静電気除去シートにタッチして下さい。 

・給油ノズルは給油口の奥まで差し込み、レバーをしっかり握って下さい。 

・燃料が吹きこぼれる危険があるので継ぎ足し給油はしないで下さい。 

・給油キャップの緩みや、置き忘れに注意して下さい。 

・絶対に火気の使用をしないで下さい。 

・燃料の種類を間違えないで下さい。 

・利用客がガソリン等を自ら容器に入れることはできません。 

 ※ガソリン等を携行缶で購入する際には、消防法で定められた容器の使用、身分証

を用いた本人確認と使用目的の確認が義務付けられています。 

お問い合わせ 花巻北消防署 電話番号 ４５－２１１９ 

 

地区民体験講座「秋の寄せ植え教室」を開催しました！ 

10 月 11 日(火)に、花工房さ～らの鈴木さんを講師

に迎え、秋の寄せ植え教室を開催しました。 

春開催も含め今回で 5 回目の寄せ植え教室となりま

したが、参加者 14 名のうち初めて参加される方は 4 名

でした。経験者は復習も踏まえながら、初めて参加され

る方と一緒に講師からひと通り作り方を教わりました。 

完成したイメージを思い浮かべながら、何度も花を並べかえ 3 種類の花とミ

ニシクラメンの彩りや位置を試行錯誤しながら植えました。 

寄せ植えポイントである、ミニシクラメンを深く植えすぎない事や花の高低

差をつけながら植えることなどを教わり、彩りあふれた作品を完成させました。

初夏の時とは違う秋の花の説明に、参 

加者は熱心に耳を傾けていました。 

コロナ禍の中でお家時間が多かった

ため、きれいな花と自然の土に癒された

楽しい講座となりました。出来あがった

作品は、みなさん大事に持ち帰りまし

た。 



 

令和４度石鳥谷地域福祉バザー開催！ 
売上金は、サロン事業やふれあい昼食会などの福祉活動に活用されます。 

    

 

 

 

  

物品のご提供にご協力をお願いします。 

 10 月 28 日(金)頃から 11 月 9 日(水)までに、班長さんが各家庭に受け

取りにお伺いしますので、ご協力をお願いします。 

【注意】区長さんに取りまとめをお願いしています。今年振興センターでは

物品を預かりませんので、青果を提供される方は、前日(11 日)または当日

(12 日朝)に直接福祉センターへ搬入をお願いいたします。 

 

【お預かりできるもの ○】 ※新品のみ可 
・野菜、米、果物、詰合せギフト等（賞味、消費期限内のもの） 

・衣料類、タオル（個人名が記載されたものは不可） 

・石鹸、洗剤 

・食器や台所用品（個人名が記載されたものは不可） 

【お預かりできないもの ×】 
故障、破損している物、使いかけの物の他、以下の物は収集できませんの

でご注意ください。 

・家具類、家電等廃棄にリサイクル料や処分料がかかるもの 

・布団、毛布、座布団、丹前、スーツ、下着類 

・本、ＣＤ、テープ、レコード類 

・使用済みの食器、洗剤、シャンプー等薬品類 

・スキー用具、ウエア類 

・ぬいぐるみ、壊れた玩具 

・医薬品 

・企業名・団体名の入った記念品等（タオル、ティッシュ、置物等） 

お問合せ先 花巻市社会福祉協議会石鳥谷支部（℡45-4666） 

 

日 時 令和 4年 11月 12日(土) 午前 10時～正午 
場 所 石鳥谷総合福祉センター敷地内（屋外）  

石鳥谷町好地６-１０-３ 
※駐車場は台数に限りがございますので、予めご了承ください 

※今年は会場がビバハウスではありませんのでご注意ください 

主 催 花巻市社会福祉協議会石鳥谷支所 
※県内の新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、中止となる場

合があります 

 


