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令和２年８月13日号

協働のまちづくり交付金事業
工事完了しました

財政健全化に向けた
市民説明会・市政懇談会

６月号でお知らせしておりました、今年度の奥

州市協働のまちづくり交付金事業の工事がすべて
完了いたしました。どんどん活用してください。

新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、右記の事業が中止とな
りました。
また、梁川地区敬老会は開催い

たしませんが、招待者の皆様には
記念品としおりを贈呈いたします。

グラウンド 支障木伐採

物置屋根葺き替え
外倉庫 たたき・整理棚設置

倉庫脇 車庫建設等

江刺及び梁川地区
事業中止のおしらせ

消防サイレンについて

梅雨に入り地盤が緩んでいる中、 ７

月12日(日)、７月28日(月)に突然の大雨
が降り梁川地内の各地域で未舗装道路の
砂利洗掘・推積、河川災害、土砂崩落、
床下浸水等、十数箇所被害報告がありま
した。
各区長及び地域安全部等からの報告、

併せて市及び関係者の対応も迅速にして
いただき大変助かりました。
また、被害程度が大きく復旧に時間を

要する箇所もありますが、もう少しお待
ちください。
今回、なにより人身被害がないことが

一番でした。今後も皆様からのご協力を
いただき、安心安全な梁川にしていきた
いと思います。

梁川地区の大雨
(集中豪雨)について

７月24日(祝・金)午後１時30分から梁川地区

センターを会場に「財政健全化に向けた市民説
明会及び市政懇談会」が開催されました。
市側から小沢市長はじめ２名の副市長のほか

担当部長等12名が出席し、市財政の現状と今後
の取り組みについて説明がありました。梁川か
らは19名が参加し、「支出抑制ができなかった
原因」「競馬場問題」「人件費について」「財
政健全化に向けた取り組み効果の報告を市民に
毎年報告してほしい」など質問や意見が出され
ました。
市政懇談会では振興会長から、総合運動場脇

の旧白金製作所建物の解体撤去等について要望
が出され、市長からは「しっかり検討して前向
きに進めていきたい」旨の返答がありました。

ご参加い
ただいた
皆さんあ
りがとう
ございま
した。

防災行政無線を消防サイレンの代替えと

し、７月１日より仮運用ということで、正
午に「チャイム」を鳴らしていましたが、
８月１日より本格運用が始まり１日３回
(６時・12時・17時)鳴らしております。

なお、運動場のサイレンについては、地
区振興会へ無償貸与され、消防サイレンと
して活用し、電気代は市が負担、故障時点
で終了、市で処分していただきます。

事業名 期　日 変更内容

  江刺戦没者追悼式 ８月２０日(木) 中止

　松尾神社例大祭 ９月１２日(土) 中止

　梁川地区敬老会 ９月１９日(土) 中止

　第50回江刺地区民運動会 　　１０月１１日(日) 中止

　梁川地区文化祭 １０月17・18日(土日) 縮小開催

　第57回江刺地区内駅伝競走大会 　　１１月　３日(火) 中止
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2020年
August/September

8・9月 行事予定

月 日
行 事

内 容 時 間 場 所

８月 １８日 火
「マイナンバーカード」

出張申請受付
9:30～12:00
13:00～14:30

梁川地区センター

１９日 水 梁川小学校始業式 梁川小学校

２２日 土
生活環境部役員研修
「ゴミ・リサイクル出前講座」

18：00 梁川地区センター

２３日 日 秋のクリーン行動日 各地区で設定した時刻 梁川地区全域

２５日 火 移動図書館巡回日 9：50 梁川地区センター

２７日 木 梁川診療所開設日 10：30 梁川地区センター

２９日 土
秋の環境整備
(１・２・３・４区）

5：00

保育所(１区)
護法塔・地区ｾﾝﾀｰ(２区)
総合運動場(３区)
小学校(４区)

３０日 日 秋の道路一斉清掃 各地区で設定した時刻 梁川地区全域

９月 ３日 木 梁川診療所開設日 10：30 梁川地区センター

４日 金 定例民児協 10：30 梁川地区センター

５日 土 梁川小学校運動会

６日 日 秋の大掃除検査 各地区で設定した時刻 梁川地区全域

１０日 木 梁川診療所開設日 10：30 梁川地区センター

※ 8/13は診療所を開設しません。お間違いの無いようご注意ください。

材料（2人分）
・カレールー 20g(1かけ)・湯むきトマト 80ｇ
・豚肉（カレー用）80ｇ ・サラダ油 小匙2
・ズッキーニ 50ｇ ・水 120ml

・玉ねぎ 50ｇ ・カレー粉 小匙1/4
・ゆでとうもろこし 20ｇ ・ごはん 320ｇ
・にんにく・生姜 各少々

作り方

➀鍋にサラダ油を熱し、みじん切りにしたにんにくと生姜
を炒める。肉を加え、火が通るまで炒める。

②➀にコロコロに切ったズッキーニと玉ねぎを加えて炒め、
だいたい火が通ったらゆでとうもろこしを加える。

③湯むきをしてざく切りにしたトマトと水を加え、5分ほど
加熱する。

④加熱している間にカレールーを刻んでおき、③に混ぜる。
カレー粉を加え味を調える。

⑤器にごはんを盛り、カレーをかけて出来上がり。

振 興 会 7/20 第4回幹部会 7/28 第2回理事会
社会福祉部 7/14 役員会 8/8 敬老会傘寿写真撮影
地域安全部 7/16 東部地区立哨活動(次丸)

7/17・20～21
街頭立哨活動・
青色回転灯パトロール

7/18 交通安全母の会役員会
7/28 防犯広報活動

生涯学習部 7/28 文化祭打合せ
教育振興部 7/16 夏休み子ども会情報交換会
女 性 部 8/2 役員研修会
区 長 会 7/14・8/11 定例区長会
民 児 協 8/7 定例民児協

「夏野菜の減塩カレー」

☆栄養士オススメ減塩レシピ☆

燃える

ごみ(火)

燃える

ごみ(金)

燃えない

ごみ

資源

回収日

ﾌﾟﾗ類

のみ

１４日 　

１８日 ２１日 ２０日

２５日 ２８日 ３１日

　１日 　４日 　２日

　８日 １１日

８月

９月


