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卯月入りしても、春積雪のため、作業の遅れが心配される処ですが、
効率的に邁進されていることと推察上げます。
さて、去る４月６日の平成31年度小山地区振興会定期総会に於いて、
任期満了に伴う役員改選の結果、小生が会長に再任となりました。
指定管理制度の導入も２期目（本年度より５年間）となり、小山地域の
活性化に向けた「環境づくり」「健康づくり」の運営に、小山地区振興会
役職員が一枚岩の結束を図り改善策を模索しつつ、第２次コミュニティ

に掲げている 「 三世代 ふれあいのまち おやま 」 キャッチフレーズを理念とし、振興会充実に努
めて参ります。
皆様からのより一層のご支援・ご指導を賜りますようお願い申し上げ就任のご挨拶といたします。

小山地区振興会 会長 小野寺 功

短い期間で�あり
ましたが、地区の皆
様方の御協力を得な
がら、活動することが
できました。心より御
礼申し上げます。あり
がとうございました。
活動員菅原奈津子

４月からセンター長に就任し
ました佐藤です。
「平成」から「令和」となる本
年、小山地区振興会の伝統を
引き継ぐ責任の重大さに身の
引き締まる思いです。

微力で�ありますが、諸先輩方の偉大な功績を
受け継ぎ、振興会活動の発展、充実に全力を尽くし
てまいりますので、前任者同様、格別のご指導ご鞭
撻を賜りますようお願いいたします。

センター長 佐藤久喜

平成28年４月から本年３月ま
での３年間、皆様に�大変お世
話になりました。
いま、“少子高齢化”の進行に
伴い、地域活動や組織活動上に
も様々な課題・問題が惹起して
いますが、大事なこと�「無いこ

とを嘆くので�なく、有るものを活かす工夫」、いわば
プラス思考による取組みであります。
春爛漫、万物が躍動する季節、皆様の一層のご活
躍とご健勝をご祈念申し上げ、退任の挨拶といたしま
す。３年間ありがとうございました。

前センター長 及川 俊和

４月から活動員をさ
せていただくことになり
ました下田です。
小山地区の皆様のお
役に立てますよう元気
と笑顔で精一杯努力し
て参りますので、ご指
導よろしくお願いいたし
ます。
活動員下田育子



ⒶⒶⒶⒶ　　　　施設使用料施設使用料施設使用料施設使用料のののの料金表料金表料金表料金表（（（（１１１１時間当時間当時間当時間当たりたりたりたり））））

ⒷⒷⒷⒷ 付加使用料 付加使用料 付加使用料 付加使用料のののの料金表料金表料金表料金表（（（（１１１１時間当時間当時間当時間当たりたりたりたり、、、、ガスのみガスのみガスのみガスのみ１１１１回当回当回当回当たりたりたりたり））））

調理室ガス利用１回100円

減免基準一覧表減免基準一覧表減免基準一覧表減免基準一覧表

1

3

8
が使用するとき。

市内の社会福祉法人、特定非営利活動法人、農業

協同組合、森林組合、商工団体、商業組合等が

使用するとき。

上記団体以外　※営利目的の方を除く

３００円

６００円

１，２００円

9

10

公共又は公益を目的とした活動に使用するとき。

市内の趣味講座団体、サークル団体、同好会等が

４００円

８００円

無料
（全額減免）

無料
（全額減免）

多目的ホール

6

5

4

7

奥州市が共催する事業に使用するとき。

利 用 区 分

会議室、調理室、和室、日本間、遮音ホール

区　　分

国、地方公共団体又は公共組合が使用するとき。

ホール、渡辺記念館

午後５時まで

ホール、渡辺記念館

会議室、調理室、和室、日本間、遮音ホール

多目的ホール

２００円

市内の地域団体、社会教育団体及び生涯学習活動

団体が使用するとき。

市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校又は高等

ガス・照明

午後５時以降

ホール、渡辺記念館の

照明利用１時間毎 200円

冷房・暖房

１００円

２００円

２００円

利 用 区 分

限る。）又は市から事業の委託を受けた者が使用

するとき（当該事業のため使用する場合に限る。）

指定管理者（施設の管理運営を目的とする場合に

2

有料 有料

Ⓑ 付加使用料Ⓐ 施設使用料

有料

無料
（全額減免）

体が団体活動のために使用するとき。

市内の農業者の生産団体又は農産加工グループ等

学校が教育又は保育活動のために使用するとき。

市内の社会福祉協議会、市民活動団体、ボランティ

アグループ、子育てサークル、障がい者及び障が

い者で構成する団体が使用するとき。

市内のスポーツ少年団、子ども会その他の少年団

お待ちして

おります

奥州市では平成25年４月１日から施設の使用料や減免(料金の軽減)基準を統一しており、
無料(全額減免)になる団体や冷暖房等についてはご負担いただく団体等区分があります。

※減免とは・・・料金の軽減もしくは免除の意味です。

小山地区小山地区小山地区小山地区センターセンターセンターセンター及及及及びびびび渡辺記念館渡辺記念館渡辺記念館渡辺記念館のののの使用申請使用申請使用申請使用申請についてについてについてについて

〇使用申請の受付は、利用日前月の１日からとなります。

〇受付時間は、平日の午前８時３０分から午後５時までです。

〇申請用紙は、小山地区センターにございます。

※詳細は、小山地区センター（４７－０１３４）にお問い合わせください。



小野寺 功小野寺 功小野寺 功小野寺 功

千葉 昭道千葉 昭道千葉 昭道千葉 昭道、、、、芳賀 一郎芳賀 一郎芳賀 一郎芳賀 一郎

織田 義信織田 義信織田 義信織田 義信、、、、五嶋 学五嶋 学五嶋 学五嶋 学

佐藤 久喜佐藤 久喜佐藤 久喜佐藤 久喜

藤沢 信雄藤沢 信雄藤沢 信雄藤沢 信雄（（（（常勤常勤常勤常勤））））

下田 育子下田 育子下田 育子下田 育子、、、、阿部 律子阿部 律子阿部 律子阿部 律子、、、、千葉 幸枝千葉 幸枝千葉 幸枝千葉 幸枝

岩渕 友子岩渕 友子岩渕 友子岩渕 友子、、、、菅原 奈津子菅原 奈津子菅原 奈津子菅原 奈津子

高橋 幸志高橋 幸志高橋 幸志高橋 幸志、、、、菊池 長治菊池 長治菊池 長治菊池 長治、、、、佐藤 義雄佐藤 義雄佐藤 義雄佐藤 義雄、、、、羽藤 忠昭羽藤 忠昭羽藤 忠昭羽藤 忠昭（（（（渡辺記念館渡辺記念館渡辺記念館渡辺記念館））））管管管管 理理理理 人人人人

※部落役員等は次号紹介予定となっております。  

振振振振 興興興興 会会会会 長長長長

振振振振興興興興会会会会副副副副会会会会長長長長

振振振振 興興興興 会会会会 監監監監 事事事事

セセセセ ンンンン タタタタ ーーーー 長長長長

事事事事 務務務務 長長長長

地地地地 域域域域 活活活活 動動動動 員員員員

臨臨臨臨 時時時時 職職職職 員員員員

１．目的

小山地区振興会�、奥州市の指定管理者制度に基づく指定管理者として、平成28年度から３ヵ年

にわたり「奥州市小山地区センター及び渡辺記念館」の管理運営を行ってまいりましたが、本年度から

新たに５ヵ年にわたる指定管理者になりましたので、引き続き総合的かつ主体的な管理運営に努めて

まいります。

指定管理に係る業務の遂行にあたりまして�、第２次小山地区コミュニティ計画（平成29年度～33年

度）に掲げる未来像未来像未来像未来像「「「「 三世代三世代三世代三世代ふれあいのまちふれあいのまちふれあいのまちふれあいのまちおやまおやまおやまおやま」」」」の創造に向け、次の「基本方針」のもと、各種

の活動や事業を通じて、小山地区住民相互の交流により融和と親睦を図り、明るく住みよい地域づくり

と住民自治の振興・発展に資するものです。

〔 基本方針 〕

〇地区振興会事業の充実（継続と挑戦）と広報活動の強化

〇自治会、各種団体・同好会等の自主活動の助長と支援

〇地区センターの利活用の促進

２．事業計画

事業の実施にあたりまして�、「三世代のふれあい」を基本テーマにしながら鋭意取り組んでまい

ります。

領域の主な事業、及び所管する部会�次のとおりとなります。

（１）地域づくりの推進（ふるさとの元気を育むまち おやま）［総務企画部会］

（２）健康福祉の充実（生きがいと安らぎを紡ぐまち おやま）［社会福祉部会］

（３）生涯学習の推進（歴史・文化が息づく学びのまち おやま）［生涯学習部会］

（４）安心・安全対策の強化（安心・安全・住みよいまち おやま）［生活安全部会］

（５）領域共通の事業

３．その他の主な活動

（１）施設（奥州市小山地区センター及び渡辺記念館）の管理

（２）地区要望の取りまとめ

（３）小山地区振興会だよりの発行

（４）ふれあい運動場（旧小山中学校グラウンド）等の管理

小山地区振興会定期総会が４月６日(土)、役員等 56名出席のもと開催され、小山地区振興会
規約の改正、平成30年度の事業報告と決算及び平成31年度の事業計画（案）と予算（案）、役員
の選出が承認、議決されました。

注）指定管理の業務として�「地域づくり活動の支援に関すること、施設の運営

に関すること、施設の使用許可に関すること、施設使用料の徴収にかんすること、

及び施設及び施設の維持管理に関すること」等が柱となります。



　ついに平成最後の振興会だよりとなりました。（すみません、

始まります。今年度もよろしくお願いいたします !! （文責：千葉）

平成最後というフレーズを使いたくて…。(;^_^A)）

　先日の総会で新年度計画も承認され、振興会事業が続々と

□編集後記

①充実講座（女性対象）

②成人歴史講座（成人対象）

③「わんぱく少年隊（ジュニア対象）」は、胆沢第一小学校の４年生～６年生を対

象としております。学校から配布されるチラシをご覧のうえ申込書（記入・捺印）

を、小山地区センターまでお持ち下さい。

お待たせしましたっ !! 今年度も各種講座の募集が始まります。
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奥州市のホームページか奥州市のホームページか奥州市のホームページか奥州市のホームページか
らも小山地区振興会だよらも小山地区振興会だよらも小山地区振興会だよらも小山地区振興会だよ
りがご覧いただけます♪りがご覧いただけます♪りがご覧いただけます♪りがご覧いただけます♪

講座の内容は、別途全戸配布されるチラシ

をご覧のうえ小山地区センターへ電話等で

お申し込み下さい。

※各種講座、定員になり次第締め切りといたしますのでご了承ください。

④「いきいき人生楽園（中高年対象）」は各支部老人クラブ運営委員長のご協力

により講座を開設します。

12日（日） 胆沢中学校体育祭

15日（水） 教育振興運動実践協議会総会

18日（土） 将棋交流会 （9:00～12:00）

19日（日） 奥州きらめきマラソン

21日（火） 振興会理事会及び各部会会議

25日（土） 胆沢第一小学校運動会

注：変更がある場合もございます。通知等をご確認下さい。


