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7区

4区 交通指導員

職　名 行政区 職　名

佐藤　責子佐藤　正明

熊谷　正司

氏　名

佐藤　肇交通指導員

交通指導員 ６区 交通指導員

退　　　任 新　　　任

氏　名

退職

講　師 兼重　希明 退職

田原中学校
副校長 村上　寛 退職

教　諭 今野　節子

校　長 石川　勝也 退職

田原中学校

校　長

行政区

小鼻  基夫 退職

養護教諭 菅原　正子
奥州市立
黒石小学校

講　師 堀籠　達彦 退職

田原小学校

教　諭 和田　成枝

すこやか
サポート

教　諭 石川　喜恵

大川　浩子

大田代小学校

教諭

転　　　出

部署名 職　名 氏　名 転出先

奥州市立
南都田小学校

田原小学校

教　諭 高橋　朝野
平泉町立
長島小学校

教　諭 高橋　多鶴子
奥州市立
水沢小学校

住田町立
世田米小学校

金ケ崎町立
第一小学校

すこやか
サポート

福井　恵理子
奥州市立
真城小学校

村上　俊明
大船渡市立
吉浜中学校

講　師 　菅原　由紀　
奥州市立
水沢南中学
校

養護教諭 菅原　幸代
一関市立
大東小学校

転　　　入

部署名 職　名 氏　名 前任地

教　諭 佐藤　美果子
奥州市立
衣川小学校

教　諭 鷲山　裕之
大槌町立
吉里吉里小学

校兼中学校
大田代小学校
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3月24日(土)に平成29年度田原振興会総会が開催され、平成29年度事業報告及び収支決算、

平成30年度振興会費、平成30年度事業計画及び収支予算が審議され、すべて原案通り承認・

可決されました。

会費は昨年と同じく、振興会運営費 5,100円と各種募金 1,900円で合計7,000円(１戸当)で、

納入期限が６月末日となっております。

なお、総会資料（ダイジェスト版）を各戸に配布しますので、質問等がありましたら地

区センター（☎３２－２１３１）までお気軽にお問い合わせ下さい。

～定期人事異動等により、異動される方々を紹介します～

転出･退任されるみなさま、長い間田原地区のためにご尽力いただき大変ありが

とうございました。

転入･新任で田原にいらしたみなさま、これからどうぞよろしくお願いいたします。
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　　　　　　　　　　平成29年度の協働のまちづくり交付金事業は次のとおりです。

種別
① 講話「あづま海道の歴史」

田原地区センター

② 移動研修「昭和の学校」ほか

花巻市ほか

　実施時期 平成29年10月

　　場　所 田原地区農村広場

　　内　容 階段手摺設置

　実施期間 平成29年8月～30年3月

　　場　所 田原地区内

　　内　容 ＬＥＤ交換　　７基

・山沢地内　・高根下地内　・大田代小学校入り口　

・小峠地内　・蒲道沢地内　・中下田代地内

・御免地内

通学路電源切替工事(駒場田原小学校近辺)

　実施期間 平成29年9月

　　内　容　　 集会施設25館に、水道光熱費相当
分(１館１万円)を交付した

加
算
枠

会館運営

22,622円

391,392円

250,000円

会　　　場時　間行　事　予　定

田原地区センター

田原振興会定例区長会(１回目) 15:00 田原地区センター

13:30田原振興会定例三役会議(１回目)

健康増進センター19:00田原振興会女性部 EM講習会

9 水

10 木 区長発送日

田原振興会定例三役会議(2回目) 13:30 田原地区センター

田原振興会定例区長会(2回目) 15:00 田原地区センター

22 日 梁川ウォーキング 9:30 梁川地区内

27 金 田原振興会部長会議(１回目) 19:00 田原地区センター

26 木 区長発送日

交付金

田原地区シニア大学

スポーツ推進枠

防犯灯整備事業

260,180円 167,680円

3 木 江刺甚句まつりキャラバン

区長発送日

10 火

22,622円

391,392円

250,000円

12 木

曜日日

事業名 事業の概要 事業費

水18
交付金 2,080,000円のうち、平成29年度事業分831,694円を差し引いた残金 1,248,306円は、平成30年度へ繰
越となります。
交付金は、一般枠は平成32年度まで、加算枠(集会施設運営費)は平成30年度をもって終了となります。

合　　　　　　　　計 924,193円 831,694円

平成29年9月27日

平成29年10月4日

一
　
般
　
枠

★☆★ ４月１０日～５月１０日までの主な行事予定 ★☆★

田原振興会社会福祉部では、3月8日(木)

に「介護教室」を開催しました。

今回は「らくらく介護やってみよう！」と

題しまして実際の介護の場面で役立つ実践

をメインにした内容でした。講師に社会福祉

法人 聖愛育成会の職員の方をお呼びして、

わかりやすく説明していただき、とても勉強

になりました！

結婚50年を迎えられたご夫婦に・・・

「江刺金婚を祝う会」 を下記のとおり開催いたします。

該当者は、昭和43年4月から44年3月までの間に結婚されたご夫婦です。

今年度中に金婚を迎えられる方は、お手数ですがお申し出くださいますようお願い致します。

「金婚申出書」は地区センターにもありますのでお気軽にお問い合わせください。

＊日 時・・・・・・・・・・・平成３０年5月25日（金） 午前11時から

＊場 所・・・・・・・・・・・ホテルニュー江刺 新館イーズ

＊申し出方法・・・・・・申出書により奥州市社会福祉協議会江刺支所 または民生委員までお届けください。

＊申し出締切・・・・・・平成３０年5月２日（水）

※問い合せ先 ： 奥州市社会福祉協議会江刺支所 TEL ３５－８０８１ FAX ３５－７４７１

田原地区歓送迎会 開催しました！

4月５日(木)の歓送迎会には、お客様として、新しく田原に着任さ

れるみなさん、今まで田原地区のためにご尽力いただいたみなさ

ん、田原地区のみなさん、たくさんのご出席をいただきました。

《 ひとことずつ

ご挨拶をいただきました 》
《 総勢82名の参加でした！》 《 感謝状贈呈

長い間ありがとうございました！》

春です！ウォーキングに行きましょう！今年は梁川の名所、旧跡を巡るコースになっております！

日 時 平成30年４月22日（日） 午前10時スタート(小雨決行) ※午前9時30分集合

場 所 梁川地区センター

参加対象 歩くことに興味のある方ならどなたでも参加できます

コース 梁川地区センター → 護法塔 → 松尾神社 → 小梁川城 → 梁川地区センター (約2.5㎞)

持ち物 歩きやすい服装、履き慣れた靴、雨具、水筒など

締め切り 4月19日(木)

※問い合せ先 田原地区センター TEL/FAX  3２-2１３１

梁川地区のみなさんと交流を深めましょう

たくさんの参加お待ちしております！

なるほど！

らくらく！

こんな時は

どうするの？


