
保健福祉部よりお知らせ 

■食と健康推進事業 第１回を開催します 
 

 

 

 

 

■振興センター、社会体育館の 

  レベル変更について 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4 年 6 月 15 日 132 号 

 

６月の予定 
 

◆こだま学園開講式 

日時：２１日(火)１０:００～ 

場所：太田振興センター 

内容:記念講演「新渡戸稲造の 

生涯と新渡戸家について」 

講師:花巻新渡戸記念館 

館長 嶽間澤茂氏 

◆振興会役員会 

日時：21 日(火)１８:００～ 

場所：太田振興センター 
 

◆西南地区茶道教室 

日時：２３日(木)９:３０～ 

場所：むらの家 
※次回着付け教室は、 

７/１４(木)９:３０です。 

生活環境部より報告 

■環境美化 花いっぱい運動 

プランター花苗定植     6/5(日) 

 

総務企画部より報告 

■「SDGs」(持続可能な開発目標)を 

学ぼうが開催されました。 6/3(金) 
 講師に岩手県環境アドバイザー・岩手県地球温暖化防止

活動推進員の櫻井則彰氏と岩手県地球温暖化防止活動推

進センターの森一夫氏による SDGs の研修会が開催されま

した。世界で取り組む 1７の目標のうちの環境について詳しく

学びました。特に地球の気温上昇(地球温暖化)がもたらす

影響の恐ろしさや海洋プラスチックごみの問題、森林破壊、

森林火災、エネルギー問題、世界での水や食料の不足問題

について映像を見ながら学びました。講師曰く、環境問題

は、SDGs のすべての土台であるということです。経済も健

康も平和も環境が保たれてこそということを改めて知るこ

とが出来ました。最後に金沢工業大学の方が考案したクロス

カードゲームをしながら、参加者で話し合いと発表を通じて

環境を身近に感じることが出来ました。 

これからも総務企画部では 

SDGs の他の項目にいても学 

び行動できることをみんなで 

考えていきたいと思います。 

少しの気づかいで地球環境 

を守るために私達にもできる 

ことがあると思います。 
 

 

移動図書館車（ぎんが号） 

運行日程 （７月） 
◎農協旧太田支店前 

７日（木）13:40～14:00 

 

■老人クラブ女性部の皆さん 

ありがとうございました  6/10(金) 

この靴に見覚えありませんか? 
 ５月２７日～６月１日に太田振興センター

で定期健康診査が行われた際に予防

医学協会の女性スタッフの靴を間違え

て履いて帰った方がおります。写真の

靴が振興センターに置かれたままとな

っております。予防医学協会の方も探

しております。心当たりがある方は、連

絡をお願い致します。(☏２８-２１３４) 

 

 

７月の予定 
◆ふるさと会 

日時：１３日(水)９:３０～ 

場所：太田振興センター 

内容：DVD 制作について 

◆自然探訪教室② 

日時：２１日(木)８:３０～ 

場所：一関市方面 

内容：須川高原夏の花 

講師:古川英治さん 
※雨具の準備をお願いします！ 

 

 
新型コロナウイルス感染症の状況から市関連施設の利用

制限ガイドラインに規定するレベルが３から 1となりました。 

利用する際は、ひきつづき検温・消毒・マスクの着用等、基

本的感染症対策をお願い致します。 
レベル１ 利用制限内容 

振興センター 対象制限:市民・市内団体 

利用人数:制限あり(対人距離 2m最低 1m) 

利用時間:2時間以内 

その他:飲食・調理一部可 

(調理実習、水分補給、会議の茶菓、弁当可) 

※飲食を伴う懇談・懇親は不可 

社会体育館 利用時間:制限なし 

(他の項目については振興センターの制限と同じ) 

※指定管理者が必要と認める場合は、休館することがあります。 

生活環境部の皆さんが中心となってべコニアの花苗を定

植しました。小さい苗ですが、これから大きく育ち、各地区の

道路等できれいに咲いていきます。各地区の担当者の皆さ

んは、秋までベコニアが咲き続けられるように暑い時期の水 

振興センターの駐車場周辺と花壇

の草取りをしていただきました。お陰

様できれいになりました。老人クラブ

の女性部の皆さんには、毎年取り組

んでいただき、感謝を申し上げます。 

日時 ６月３０日(木)１０:００～１１:３０ 

場所 太田振興センター 

講師 冨手京子 さん 

内容 軽体操～正しい姿勢について、快眠ストレッチ 

参加は、無料です。参加ご希望の方は、電話でお申し込み 

下さい。(☏２８-２１３４) 

 

 

 

 

 
 

 

 

やりや肥料の管理のご協力を

どうぞよろしくお願い致しま

す。また花いっぱい運動の定植

作業をするにあたり JA 営農セ

ンター花巻西部の皆様には、場

所と作業のご協力をいただき

ました。感謝を申し上げます。 

 

スリッポンタイプ 

外は黒、中は、赤です。 

 

  

 

 

みんな来てね！ 

mailto:ootatiku@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和４年度 太田地区振興会事業内容（★は新事業） 

№ 専 門 部 団体名 事業名 交付申請額 

1 総務企画 

1,365,200 

 

総務企画部 振興会（自治）活動保険 745世帯 115,200 

2 小型除雪機保険、修理費助成 50,000 

3 役員視察研修 150,000 

4 むらの家イベント協賛 100,000 

5 青年代表、女性代表研修会 100,000 

6 高村山荘等観光地周辺活性化 120,000 

7  100,000 

8 スマートフォン有効活用講習会 30,000 

9 太田案内図                 ★ 100,000 

10 プロジェクター購入             ★ 160,000 

11 農作業体験伝承交流(老人クラブ共催)       200,000 

12 自治公民館連絡協議会 事業補助 40,000 

13 西南地域振興協議会 事業補助 100,000 

14 生活環境 

610,000 

生活環境部 環境美化 花いっぱい運動プランター 400,000 

15 自然保護「カタクリ花移植」 50,000 

16 不法投棄のぼり旗 160,000 

17 教育振興 

1,141,000 

教育振興部 地域探検隊 70,000 

18 三世代交流（むらの家） 100,000 

19   200,000 

20 西南地区茶道教室 活動補助（茶道・着付け講師謝礼）         44,000 

21 太田織物教室 活動補助（講師謝礼）         24,000 

22 こだま学園 活動補助（講師謝礼、移動研修）    70,000 

23 西南地区教育振興協議会 事業補助金 20,000 

24 太田小学校 教育支援（校外活動バス、金管楽器活動） 150,000 

25 郷土芸能団体連絡協議会 団体育成 180,000 

26 芸能発表会開催補助 100,000 

27 芸能発表会地区外出演団体補助 70,000 

28 花巻西南少年スポーツ育成会 活動推進 50,000 

29 太田ふるさと会 活動補助（DVD 作成・研修費等）   63,000 

30 保健福祉 

510,000 

保健福祉部 ふれあいサロン活動 220,000 

31 食と健康推進 130,000 

32 子育て支援 90,000 

33 介護予防等健康づくり用具整備 50,000 

34 太田学童クラブ運営協議会 学童クラブ図書購入          20,000 

35 地域安全 

324,800 

 

地域安全部 

 

 

防犯灯 LED 器具交換 7 行政区 184,800 

36 交通安全啓発「夢灯り」会場準備補助 30,000 

37 下水道水質調査 1 ヵ所  10,000 

38 花巻市消防団第六分団 文化財火災点検訓練  50,000 

39 太田小学校 PTA 太田小学校少年消防クラブ活動補助 50,000 

40 産業振興 

380,000 

 

産業振興部 担い手集落営農組織強化促進 70,000 

41 農産物加工促進普及 120,000 

42 釜石市福祉施設等農畜産物品交流  100,000 

43 太田猟友会 太田猟友会活動補助 90,000 

合    計 4,331,000 

※ 新型コロナウイルス感染症の状況により、事業の縮小、または変更等があります。 

 
 


