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奥州市のホームページか

らも小山地区振興会だよ

りがご覧いただけます♪

中央老友会さん中央老友会さん中央老友会さん中央老友会さんよりタオルを頂きました。よりタオルを頂きました。よりタオルを頂きました。よりタオルを頂きました。

ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます m(__)mm(__)mm(__)mm(__)m

注：変更がある場合がございますので、通知等をご確認下さい。注：変更がある場合がございますので、通知等をご確認下さい。注：変更がある場合がございますので、通知等をご確認下さい。注：変更がある場合がございますので、通知等をご確認下さい。

２２２２日日日日((((木木木木)))) 充実講座充実講座充実講座充実講座 創作「立体マスク」創作「立体マスク」創作「立体マスク」創作「立体マスク」

１１日１１日１１日１１日((((土土土土)))) わんぱく少年隊「入隊式・サイクリング・バーベキュー」わんぱく少年隊「入隊式・サイクリング・バーベキュー」わんぱく少年隊「入隊式・サイクリング・バーベキュー」わんぱく少年隊「入隊式・サイクリング・バーベキュー」

１５日１５日１５日１５日((((水水水水)))) 成人歴史講座「館外研修成人歴史講座「館外研修成人歴史講座「館外研修成人歴史講座「館外研修((((バス視察バス視察バス視察バス視察))))」」」」

１８日１８日１８日１８日((((土土土土)))) 将棋交流会将棋交流会将棋交流会将棋交流会

２２日２２日２２日２２日((((水水水水)))) 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 終業式終業式終業式終業式

胆沢中学校胆沢中学校胆沢中学校胆沢中学校 終業式終業式終業式終業式

✿花いっぱい花壇コンクール✿
前号前号前号前号(第７８号第７８号第７８号第７８号)にてにてにてにて

ご紹介した教育振興運動実践班長のご紹介した教育振興運動実践班長のご紹介した教育振興運動実践班長のご紹介した教育振興運動実践班長の

お名前に誤りがありました。お名前に誤りがありました。お名前に誤りがありました。お名前に誤りがありました。

正しく�正しく�正しく�正しく�

第５区第５区第５区第５区 ((((久保久保久保久保)))) 小野寺小野寺小野寺小野寺 宗廉宗廉宗廉宗廉さんさんさんさん

第５区第５区第５区第５区((((見分森自治会見分森自治会見分森自治会見分森自治会) ) ) ) 及川及川及川及川 里香里香里香里香さんさんさんさん

第１６区第１６区第１６区第１６区((((上狼ヶ志田上狼ヶ志田上狼ヶ志田上狼ヶ志田) ) ) ) 菅原菅原菅原菅原 浩視浩視浩視浩視さんさんさんさん

です。です。です。です。

大変失礼いたしました。大変失礼いたしました。大変失礼いたしました。大変失礼いたしました。

お詫びして訂正いたします。お詫びして訂正いたします。お詫びして訂正いたします。お詫びして訂正いたします。

近々開催される講座等の概要

第１回

創作「立体マスク」「立体マスク」「立体マスク」「立体マスク」

講師 菊池 心さん

日時 ７月２日(木)

午前９時半～午前１１時半

場所 小山地区センター

充実講座・成人歴史講座・わんぱく少年隊へ沢山のお申し込みありがとうございました。充実講座・成人歴史講座・わんぱく少年隊へ沢山のお申し込みありがとうございました。充実講座・成人歴史講座・わんぱく少年隊へ沢山のお申し込みありがとうございました。充実講座・成人歴史講座・わんぱく少年隊へ沢山のお申し込みありがとうございました。

受講生の方々に�、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致します。受講生の方々に�、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致します。受講生の方々に�、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致します。受講生の方々に�、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致します。

※※※※「新型コロナウイルス感染症」の状況により変更「新型コロナウイルス感染症」の状況により変更「新型コロナウイルス感染症」の状況により変更「新型コロナウイルス感染症」の状況により変更(中止を含む中止を含む中止を含む中止を含む)となる場合があります。となる場合があります。となる場合があります。となる場合があります。

ご理解の程よろしくお願いします。ご理解の程よろしくお願いします。ご理解の程よろしくお願いします。ご理解の程よろしくお願いします。

今年度も「自治会花壇整備支援事業」により今年度も「自治会花壇整備支援事業」により今年度も「自治会花壇整備支援事業」により今年度も「自治会花壇整備支援事業」により

【【【【花いっぱい花壇コンクール花いっぱい花壇コンクール花いっぱい花壇コンクール花いっぱい花壇コンクール】】】】を実施しますを実施しますを実施しますを実施します ‼

助成金申請�６月３０日助成金申請�６月３０日助成金申請�６月３０日助成金申請�６月３０日(火火火火)までです。までです。までです。までです。

審査会の日程�次号８０号でお知らせします。審査会の日程�次号８０号でお知らせします。審査会の日程�次号８０号でお知らせします。審査会の日程�次号８０号でお知らせします。

※※※※８月２０日頃の予定です。８月２０日頃の予定です。８月２０日頃の予定です。８月２０日頃の予定です。

地区内の景観保全と花いっぱいの自治会を目指しましょう♪♪♪地区内の景観保全と花いっぱいの自治会を目指しましょう♪♪♪地区内の景観保全と花いっぱいの自治会を目指しましょう♪♪♪地区内の景観保全と花いっぱいの自治会を目指しましょう♪♪♪

小山地区振興会

理事会及び各部会会議を実施

６月２日６月２日６月２日６月２日((((火火火火))))に理事会、総務企画部会、生活安全部会、社会福祉部会、生涯学習部会の部会会議がに理事会、総務企画部会、生活安全部会、社会福祉部会、生涯学習部会の部会会議がに理事会、総務企画部会、生活安全部会、社会福祉部会、生涯学習部会の部会会議がに理事会、総務企画部会、生活安全部会、社会福祉部会、生涯学習部会の部会会議が

それぞれ行われ、事業計画案について話し合いました。それぞれ行われ、事業計画案について話し合いました。それぞれ行われ、事業計画案について話し合いました。それぞれ行われ、事業計画案について話し合いました。

※※※※理事・代議員理事・代議員理事・代議員理事・代議員((((所属部会所属部会所属部会所属部会))))の紹介�裏ページです。の紹介�裏ページです。の紹介�裏ページです。の紹介�裏ページです。

第２回

「館外研修」

講師 宍戸 敦さん

日時 ７月１５日(水)

午前９時～午後４時

※※※※定員となりましたので、定員となりましたので、定員となりましたので、定員となりましたので、

募集�〆切らせて頂きました募集�〆切らせて頂きました募集�〆切らせて頂きました募集�〆切らせて頂きました。

第１回

入隊式・サイクリング＆ＢＢＱ

講師 鈴木 公男さん

日時 ７月１１日(土)

午前９時～午後１時

場所 小山地区センター

小山地内

□編集後記□編集後記□編集後記□編集後記
岩手県岩手県岩手県岩手県もももも梅雨入梅雨入梅雨入梅雨入りしりしりしりし、、、、マスクのマスクのマスクのマスクの着用着用着用着用がががが不快不快不快不快なななな季節季節季節季節になりましたになりましたになりましたになりました。。。。毎日毎日毎日毎日、、、、暑暑暑暑さとさとさとさと格闘中格闘中格闘中格闘中����
県境をまたぐ移動の自粛要請が全面的に解除され、県境をまたぐ移動の自粛要請が全面的に解除され、県境をまたぐ移動の自粛要請が全面的に解除され、県境をまたぐ移動の自粛要請が全面的に解除され、気が緩んでしまうところですが・・・気が緩んでしまうところですが・・・気が緩んでしまうところですが・・・気が緩んでしまうところですが・・・

引き続き気を引き締め、コロナウイルス感染防止予防と熱中症予防を忘れず、引き続き気を引き締め、コロナウイルス感染防止予防と熱中症予防を忘れず、引き続き気を引き締め、コロナウイルス感染防止予防と熱中症予防を忘れず、引き続き気を引き締め、コロナウイルス感染防止予防と熱中症予防を忘れず、

夏を乗り切りましょうtt夏を乗り切りましょうtt夏を乗り切りましょうtt夏を乗り切りましょうtt （（（（ 文責文責文責文責 石川石川石川石川 ））））

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のために限定していた

使用者の制限が一部解除されました。

利用再開にあたりまして�、下記の点に留意のうえ利用・申請をお願い致します。利用再開にあたりまして�、下記の点に留意のうえ利用・申請をお願い致します。利用再開にあたりまして�、下記の点に留意のうえ利用・申請をお願い致します。利用再開にあたりまして�、下記の点に留意のうえ利用・申請をお願い致します。

【【【【注意事項注意事項注意事項注意事項】】】】

・マスク着用や手指の消毒・マスク着用や手指の消毒・マスク着用や手指の消毒・マスク着用や手指の消毒(手洗い手洗い手洗い手洗い)など感染予防対策をお願いします。など感染予防対策をお願いします。など感染予防対策をお願いします。など感染予防対策をお願いします。

・３つの密・３つの密・３つの密・３つの密 《《《《 密閉・密集・密接密閉・密集・密接密閉・密集・密接密閉・密集・密接 》》》》 の発生を避けてください。の発生を避けてください。の発生を避けてください。の発生を避けてください。

・大声での発生、歌唱や声援、また�接近した距離での会話等を避けて下さい。・大声での発生、歌唱や声援、また�接近した距離での会話等を避けて下さい。・大声での発生、歌唱や声援、また�接近した距離での会話等を避けて下さい。・大声での発生、歌唱や声援、また�接近した距離での会話等を避けて下さい。

【【【【イベント開催の留意事項イベント開催の留意事項イベント開催の留意事項イベント開催の留意事項】】】】

①屋内の開催�、参加者数が１０００人以下かつ、収容人数の半数以下を目安にすること。①屋内の開催�、参加者数が１０００人以下かつ、収容人数の半数以下を目安にすること。①屋内の開催�、参加者数が１０００人以下かつ、収容人数の半数以下を目安にすること。①屋内の開催�、参加者数が１０００人以下かつ、収容人数の半数以下を目安にすること。

②屋外での開催�、参加者同士の距離を十分確保すること。②屋外での開催�、参加者同士の距離を十分確保すること。②屋外での開催�、参加者同士の距離を十分確保すること。②屋外での開催�、参加者同士の距離を十分確保すること。

③「特定警戒」及び、「感染拡大注意」都道府県からの参加者に対して�、参加の自粛をお願③「特定警戒」及び、「感染拡大注意」都道府県からの参加者に対して�、参加の自粛をお願③「特定警戒」及び、「感染拡大注意」都道府県からの参加者に対して�、参加の自粛をお願③「特定警戒」及び、「感染拡大注意」都道府県からの参加者に対して�、参加の自粛をお願

いすること。いすること。いすること。いすること。

④会議を開催する際�、感染発生した場合に参加者に確実に連絡が取れるように、極力参加④会議を開催する際�、感染発生した場合に参加者に確実に連絡が取れるように、極力参加④会議を開催する際�、感染発生した場合に参加者に確実に連絡が取れるように、極力参加④会議を開催する際�、感染発生した場合に参加者に確実に連絡が取れるように、極力参加

者名簿を作成すること。者名簿を作成すること。者名簿を作成すること。者名簿を作成すること。

地区民の皆様のご理解とご協力をお願い致します。地区民の皆様のご理解とご協力をお願い致します。地区民の皆様のご理解とご協力をお願い致します。地区民の皆様のご理解とご協力をお願い致します。



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））））

畠山　和哉(総務企画)、 髙橋　春美(総務企画)

千葉　和雄(社会福祉)、 佐藤　正行(総務企画) 部会長 部会長 部会長 部会長
渡辺　俊郎(生涯学習) 　渡辺　喜美男　渡辺　喜美男　渡辺　喜美男　渡辺　喜美男 　佐々木　優　佐々木　優　佐々木　優　佐々木　優 　佐々木　淳　佐々木　淳　佐々木　淳　佐々木　淳 　佐々木　英一　佐々木　英一　佐々木　英一　佐々木　英一
伊藤　幸男(総務企画)

高槁　久悦(総務企画) 部会長代理 部会長代理 部会長代理 部会長代理
千葉　昭道(社会福祉)、 佐々木　久男(生涯学習) 　藤原　徳美　藤原　徳美　藤原　徳美　藤原　徳美 　小原　拓幸　小原　拓幸　小原　拓幸　小原　拓幸 　菅原　せつ子　菅原　せつ子　菅原　せつ子　菅原　せつ子
高槁　充好(総務企画)、 若槻　誠志(生活安全)

門脇　哲雄(生涯学習)

安藤　眞佐美(生活安全)、 岩渕　一(総務企画)

小野寺　三彦(社会福祉)

東堀切地区振興会 栗澤　功悦(生活安全) 伊藤　雅人(生涯学習)

中央地区振興会 青沼　芳男(総務企画) 五嶋　義勝(生活安全)

西堀切地区振興会 松戸　廣(総務企画) 髙橋　忠昭(社会福祉)

ニノ台地区振興会 小原　拓幸(社会福祉) 佐々木　良市(総務企画)

徳岡地区振興会 菊地　文男(社会福祉) 村上　政弘(生涯学習)

3 藤原　徳美(総務企画) 中沢　一男(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)

東堀切地域福祉推進協議会 土谷　久仁子(社会福祉)

中央地域福祉推進協議会 五嶋　晴久(社会福祉)

西堀切地域福祉推進協議会 羽藤　憲彦(社会福祉) －

二ノ台地域福祉推進協議会 黒沢　公男(社会福祉)

徳岡地域福祉推進協議会 及川　均(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 高槁　由也(社会福祉)

中央老友会 吉田　尅丈(社会福祉)

西堀切長寿会 千葉　十吉(生涯学習) －

ニノ台老人クラブ 佐々木　幸人(社会福祉)

徳岡長生会 小野寺　善毅(生涯学習)

千葉　勉(生涯学習)

鈴木　伸也(生涯学習)

10 村上　潤吉(生涯学習) 石田　実(生涯学習)

11 千田　優(生涯学習) 遠藤　ちはる(生涯学習)

12 佐々木　淳(生涯学習) 渡辺　ルリ(生涯学習)

東堀切支部 伊藤　徳雄(総務企画)

中央支部 佐藤　義幸(総務企画)

西堀切支部 菊地　和広(生活安全)

二ノ台支部 岩渕　幸男(生活安全)

徳岡支部 髙橋　謙(生活安全) －

３０分団 － 上野　勝(生活安全)

３１分団 － 高槁　一之(生活安全)

15 － 佐々木　和佳(生活安全)

16 － 鈴木　弥栄子(社会福祉)

千田　優千田　優千田　優千田　優

社会福祉部会社会福祉部会社会福祉部会社会福祉部会 生涯学習部会生涯学習部会生涯学習部会生涯学習部会 生活安全部会生活安全部会生活安全部会生活安全部会総務企画部会総務企画部会総務企画部会総務企画部会
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

佐藤　正二(社会福祉)

各支部地区振興会各支部地区振興会各支部地区振興会各支部地区振興会

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

1

菊地　日出夫(総務企画)

三田　義郎(生涯学習)

佐藤　哲男(生活安全)

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

渡辺　喜美男(総務企画)

佐々木　優(社会福祉)

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

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

奥州商工会議所奥州商工会議所奥州商工会議所奥州商工会議所

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

13

14

8

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

胆沢体育連絡協議会胆沢体育連絡協議会胆沢体育連絡協議会胆沢体育連絡協議会　　　　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

総務企画部会

生涯学習部会

社会福祉部会

生活安全部会

◎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。

◎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34343434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
◎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

・第・第・第・第28282828回小山地区センターまつり開催事業回小山地区センターまつり開催事業回小山地区センターまつり開催事業回小山地区センターまつり開催事業
・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)

・「大人の社会科見学」開催事業・「大人の社会科見学」開催事業・「大人の社会科見学」開催事業・「大人の社会科見学」開催事業

・第・第・第・第12121212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9999回回回回おやまごおやまごおやまごおやまごｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会開催事業大会開催事業大会開催事業大会開催事業
◎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)

※ ※ ※ ※ 新型コロナウイルス感染症の状況により変更新型コロナウイルス感染症の状況により変更新型コロナウイルス感染症の状況により変更新型コロナウイルス感染症の状況により変更((((中止を含む中止を含む中止を含む中止を含む))))となる場合があります。ご了承願います。となる場合があります。ご了承願います。となる場合があります。ご了承願います。となる場合があります。ご了承願います。


