
□編集後記

　　ゴールデンウイークもあっという間に終わり、農繫期真っ只中と

なってまいりました。忙しい毎日と�思いますが、振興会事業も

続々と開催され始めました�で、時々地区センターへ息抜きに

いらしてくださいね♪ お待ちしております !! （文責：千葉）
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下笹森

中笹森

上笹森

20 中�森 及川　均 菅原　和男

18 養ヶ森 鈴木　清男 菅原　守美男

16 上狼ヶ志田 高橋　満 菅原　壽喜

13 二ノ台 佐々木　逸郎 高橋　重整

10 大谷地 松戸　廣

畠山　清美

四ツ屋 岩渕　信一 岩渕　信一 岩渕　和寿
19

油　地 （小野寺　幸見） 門脇　敏博 佐藤　慎

佐藤　貴広

焼　山 菅原　伸一 佐々木　久信 鈴木　伸也
17

鞍　骨 （佐藤　次夫） 藤原　徳美 高橋　健也

菅原　吉樹

15 駒　込 菅原　勝吉 菅原　富雄 齋藤　ちえみ

14 屋　白 佐々木　昭太郎 千葉　晴朗 千葉　晴朗

冨田　淳

12 中　沢 菅原　富士男 菅原　健一 菅原　健一

11 大畑平 千葉　隆二 佐藤　昭一 高橋　善治

千葉　昭道 佐藤　幹洋

9 南　方 髙橋　忠昭 小野寺　一郎 岩渕　克志

8 嘉　藤 松戸　豊 佐藤　幸雄 小野寺　清

6
恩　俗 岩渕　正行 高橋　幸弘 及川　義幸

十文字 松戸　惠喜 吉田　誠 工藤　久尚
7

菅谷地 （菅原　甚一） 佐藤　守 渡辺　正徳

大　萩 （伊藤　清也） 伊藤　幸男 濱田　凡

5 久　保 （小野寺　忠治） 小野寺　勉 及川　正史

昼　檀 佐藤　幸朗 佐藤　健二 羽藤　礼子

見分森自治会 （小野寺　秀夫） 佐藤　信一 佐々木　英美

3

高　橋 小野寺　秀夫 岩渕　司 佐々木　淳

4 峠 （佐々木　清一） 佐々木　清一 横尾　博子

大　畑 （三田　貞美） 三田　貞美 遠藤　英樹

行政区

荻原　正恒

及川　民治 千葉　和恵

日高　則子渡邉　宏

千葉　敏雄 石川　福子

佐藤　貞夫

部落･自治会 自治公民館長
教育振興運動

実践班長
行政区長

（部落・自治会長）

及川　真理

昼　沢 （阿部　敏彦） 松浦　長一 木村　香

柴　山 千葉　岸夫 佐々木　三男 及川　玲子

方　斉 渡辺　喜美男 鈴木　公男 鈴木　公男

～第～第～第～第54545454号～号～号～号～
（平成（平成（平成（平成30303030年５月年５月年５月年５月24242424日発行）日発行）日発行）日発行）

第１回講座 「デコパージュ教室」

講師 瀬戸淳子さん

日時 ６月７日（木）午前9時30分～

場所 小山地区センター会議室

小山字道場小山字道場小山字道場小山字道場40404040----1111
小山地区センター内小山地区センター内小山地区センター内小山地区センター内

TEL47TEL47TEL47TEL47----0134013401340134
FAX47FAX47FAX47FAX47----0144014401440144

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
oyama_shinkoukai_2oyama_shinkoukai_2oyama_shinkoukai_2oyama_shinkoukai_2
008@yahoo.co.jp008@yahoo.co.jp008@yahoo.co.jp008@yahoo.co.jp

充実講座・成人歴史講座・わんぱく少年隊へたくさんの申込ありがとうございまし
た。成人歴史講座、わんぱく少年隊は〆切とさせていただきました。

受講生の方々には、各講座ごとに開催通知を送付いたしますので、出欠報告を
忘れずにお願いいたします。今年度もよろしくお願いいたします。m(u u )m

今年度お世話になる方々です。よろしくお願いいたします。今年度お世話になる方々です。よろしくお願いいたします。今年度お世話になる方々です。よろしくお願いいたします。今年度お世話になる方々です。よろしくお願いいたします。

「ゆけむり健康教室」

講師 太田宣承さん

日時 ６月15日（金）午前８時30分～

場所 西和賀町

１日（金） やけいし協議会（胆沢４地区振興会）総会

７日（木） 充実講座「デコパージュ教室」

９日（土） 実践班長・子ども会世話人合同研修会

15日（金） いきいき人生楽園「ゆけむり健康教室」

16日（土）・17日（日） 地区中学校総合体育大会

27日（水） 三世代ふれあい広場実行委員会

29日（金） 胆沢第一小学校地区懇談会

注：変更がある場合もございます。通知等をご確認下さい。



ＮｏＮｏＮｏＮｏ 理事理事理事理事（（（（所属部会名所属部会名所属部会名所属部会名）））） 代議員代議員代議員代議員（（（（所属部会名所属部会名所属部会名所属部会名））））

佐藤　貞夫(総務企画)、 及川　真理(生涯学習)

荻原　正恒(社会福祉)、 渡辺　喜美男※重複(総務企画) 部会長 部会長 部会長 部会長
小野寺　秀夫※重複(総務企画) 　小野寺　勉　小野寺　勉　小野寺　勉　小野寺　勉 　髙橋　忠昭　髙橋　忠昭　髙橋　忠昭　髙橋　忠昭 　本庄　孝裕　本庄　孝裕　本庄　孝裕　本庄　孝裕 　佐々木　英一　佐々木　英一　佐々木　英一　佐々木　英一
佐藤　幸朗(総務企画)、 高橋　満(総務企画)

松戸　惠喜(総務企画)、 松戸　豊(社会福祉) 部会長代理 部会長代理 部会長代理 部会長代理
松戸　廣※重複(社会福祉)、 千葉　隆二(総務企画) 　渡辺　喜美男　渡辺　喜美男　渡辺　喜美男　渡辺　喜美男 　岩渕　正行　岩渕　正行　岩渕　正行　岩渕　正行 　五嶋　学　五嶋　学　五嶋　学　五嶋　学 　黒沢　公男　黒沢　公男　黒沢　公男　黒沢　公男
菅原　富士男(総務企画)、 佐々木　逸郎(総務企画)

佐々木　昭太郎(社会福祉)

菅原　伸一(総務企画)、 鈴木　清男(生涯学習)

岩渕　信一(生活安全)

東堀切地区振興会 渡辺　喜美男※重複(総務企画) 松本　由美子(生涯学習)

中央地区振興会 小野寺　秀夫※重複(総務企画) 小野寺　忠治(生活安全)

西堀切地区振興会 千葉　昭道(社会福祉) 佐々木　一浩(生涯学習)

ニノ台地区振興会 小野寺　岸男(社会福祉) 髙橋　照晶(総務企画)

徳岡地区振興会 佐藤　次夫(生活安全) 小野寺　幸見(社会福祉)

3 小野寺　勉(総務企画) 菅原　健一(総務企画)

4 小野寺　功(生活安全) 松戸　美千代(生活安全)

5 佐々木　英一(生活安全) 伊藤　幸視(生活安全)

東堀切地域福祉活動推進協議会 土谷　久仁子(社会福祉) －

中央地域福祉活動推進協議会 佐々木　清一(社会福祉)

西堀切地域福祉活動推進協議会 松戸　廣※重複(社会福祉)

二ノ台地域福祉活動推進協議会 小原　拓幸(社会福祉)

徳岡地域福祉活動推進協議会 佐藤　則男(社会福祉)

7 菅原　せつ子(生活安全) 鈴木　サキ(生活安全)

東堀切長生会 阿部　定夫(生涯学習) －

中央老友会 吉田　尅丈(社会福祉)

西堀切長寿会 千葉　十吉(社会福祉)

ニノ台老人クラブ 千葉　栄雄(社会福祉)

徳岡長生会 千田　正(生涯学習)

濱田　凡(生涯学習)

佐藤　幹洋(生涯学習)

10 渡邉　浩太郎(生涯学習) 及川　義幸(生涯学習)

11 樋口　理(生涯学習) 岩渕　恵子(生涯学習)

12 本庄　孝裕(生涯学習) 青沼　悟(生涯学習)

13 五嶋　学(生涯学習) 千葉　健志(生涯学習)

東堀切支部 佐々木　幸郎(総務企画)

中央支部 高橋　政志(生活安全)

西堀切支部 松戸　公男(生活安全)

二ノ台支部 黒沢　公男(生活安全) －

徳岡支部 菊地　征男(総務企画)

３０分団 － 芳賀　和彦(生活安全)

３１分団 － 千葉　健一(生活安全)

16 － 佐々木　和佳(生活安全)

17 － 中澤　一(社会福祉)
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15
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小山地区内老人小山地区内老人小山地区内老人小山地区内老人クラブクラブクラブクラブ

胆沢区体育連絡協議会胆沢区体育連絡協議会胆沢区体育連絡協議会胆沢区体育連絡協議会　　　　小山地区内支部小山地区内支部小山地区内支部小山地区内支部

小山東幼稚園小山東幼稚園小山東幼稚園小山東幼稚園ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ

小山西幼稚園小山西幼稚園小山西幼稚園小山西幼稚園ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ

胆沢第一小学校胆沢第一小学校胆沢第一小学校胆沢第一小学校ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ

胆沢中学校胆沢中学校胆沢中学校胆沢中学校ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ

奥州市消防団奥州市消防団奥州市消防団奥州市消防団　　　　小山地区内消防団小山地区内消防団小山地区内消防団小山地区内消防団

奥州商工会議会奥州商工会議会奥州商工会議会奥州商工会議会　　　　胆沢小山支部胆沢小山支部胆沢小山支部胆沢小山支部

小山地区民生児童委員小山地区民生児童委員小山地区民生児童委員小山地区民生児童委員

1

菅原　勝吉(総務企画)

及川　玲子(生涯学習)

及川　均(総務企画)

東堀切支部

中央支部

西堀切支部

ニノ台支部

小山地区教育振興運動実践協議会小山地区教育振興運動実践協議会小山地区教育振興運動実践協議会小山地区教育振興運動実践協議会

6

2

9

徳岡支部

小山地区女性小山地区女性小山地区女性小山地区女性のののの会会会会

千葉　岸夫(生活安全)

岩渕　正行(社会福祉)

髙橋　忠昭(社会福祉)

各地区振興会各地区振興会各地区振興会各地区振興会

小山地区内小山地区内小山地区内小山地区内　　　　地域福祉推進協議会地域福祉推進協議会地域福祉推進協議会地域福祉推進協議会

小山地区自治公民館長小山地区自治公民館長小山地区自治公民館長小山地区自治公民館長

交通安全協会交通安全協会交通安全協会交通安全協会　　　　小山分会小山分会小山分会小山分会

小山地区防犯協会小山地区防犯協会小山地区防犯協会小山地区防犯協会

社会福祉部会 生涯学習部会 生活安全部会総務企画部会
団体名等団体名等団体名等団体名等

小山地区行政区長小山地区行政区長小山地区行政区長小山地区行政区長

◎自治会コミュニティ活動推進事業◎自治会コミュニティ活動推進事業◎自治会コミュニティ活動推進事業◎自治会コミュニティ活動推進事業
◎自治会花壇整備支援事業◎自治会花壇整備支援事業◎自治会花壇整備支援事業◎自治会花壇整備支援事業
・第・第・第・第32323232回三世代ふれあい広場開催事業回三世代ふれあい広場開催事業回三世代ふれあい広場開催事業回三世代ふれあい広場開催事業
・組織リーダー等育成事業・組織リーダー等育成事業・組織リーダー等育成事業・組織リーダー等育成事業
◎支部振興会活性化事業◎支部振興会活性化事業◎支部振興会活性化事業◎支部振興会活性化事業(部会選考)
◎芸能団体、同好会等育成事業◎芸能団体、同好会等育成事業◎芸能団体、同好会等育成事業◎芸能団体、同好会等育成事業(部会選考)
・自治公民館長等研修事業・自治公民館長等研修事業・自治公民館長等研修事業・自治公民館長等研修事業

総務企画部会 生涯学習部会

社会福祉部会

生活安全部会

・第・第・第・第10101010回敬老会開催事業回敬老会開催事業回敬老会開催事業回敬老会開催事業
・第・第・第・第7777回おやまごｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会開催事業回おやまごｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会開催事業回おやまごｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会開催事業回おやまごｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会開催事業
◎地域福祉活動支援事業◎地域福祉活動支援事業◎地域福祉活動支援事業◎地域福祉活動支援事業(対象:支部振興会)

・防災啓発「モデル防災訓練」事業・防災啓発「モデル防災訓練」事業・防災啓発「モデル防災訓練」事業・防災啓発「モデル防災訓練」事業
◎防犯灯◎防犯灯◎防犯灯◎防犯灯(LED)(LED)(LED)(LED)設置事業設置事業設置事業設置事業(部会選考)
◎自治会環境整備事業◎自治会環境整備事業◎自治会環境整備事業◎自治会環境整備事業(部会選考)
◎交通・防犯団体活動支援事業◎交通・防犯団体活動支援事業◎交通・防犯団体活動支援事業◎交通・防犯団体活動支援事業(部会選考)

展示場所
1.エントランスホール（玄関正面）

高さ約２ｍ×幅約11ｍ
スポットライト ９灯

2.ラウンジ（ホール入口壁面）
高さ約２ｍ×幅約５ｍ
上部ライト ３灯

◎は助成事業です。申請期限がございますのでご注意ください。

展示期間：４週間以内 利用料金：無料
利用対象：個人及び団体

（営利活動には利用できません）
展示・撤去：利用者で
申し込み：利用の５日前までに申請書に記入

のうえ、小山地区センターへお申込み
ください。（平日8：30〜17：00）

・第・第・第・第26262626回小山地区センターまつり回小山地区センターまつり回小山地区センターまつり回小山地区センターまつり
開催事業開催事業開催事業開催事業
・生涯学習推進事業・生涯学習推進事業・生涯学習推進事業・生涯学習推進事業

ジュニア対象講座「わんぱく少年隊」ジュニア対象講座「わんぱく少年隊」ジュニア対象講座「わんぱく少年隊」ジュニア対象講座「わんぱく少年隊」

成人対象講座「成人歴史講座」成人対象講座「成人歴史講座」成人対象講座「成人歴史講座」成人対象講座「成人歴史講座」

中高年対象講座「いきいき人生楽園」中高年対象講座「いきいき人生楽園」中高年対象講座「いきいき人生楽園」中高年対象講座「いきいき人生楽園」

女性対象講座「充実講座」女性対象講座「充実講座」女性対象講座「充実講座」女性対象講座「充実講座」

◎◎◎◎伝統芸能継承事業伝統芸能継承事業伝統芸能継承事業伝統芸能継承事業(対象:幼稚園)

◎◎◎◎自治会出前講座事業自治会出前講座事業自治会出前講座事業自治会出前講座事業(講師謝礼の助成)

・「おらほの宝物」活用推進事業・「おらほの宝物」活用推進事業・「おらほの宝物」活用推進事業・「おらほの宝物」活用推進事業
・振興会活動等推進事業・振興会活動等推進事業・振興会活動等推進事業・振興会活動等推進事業


