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越路スキー場の存続を願う署名への

協力について（お礼）

このことについて、奥州市内の３

スキー場の存続は、休止を視野に見

直しが図られ、来年度以降の営業が

あやぶまれているとのこと。

このことから、「越路スキー場の

存続を願う会」の発起人から署名依

頼があり、各行政区長さんを通して

お願いしたところ、２９８名の署名

をいただき、先日担当者にお渡しし

たところです、大変喜んでいただき

ました。

梁川地区の皆様、ご協力ありがと

うございました。

１月18日、梁川地区センターを会場に梁川地区２回

目の同説明会が保護者・地区民等23名の参加で開催さ

れました。スクールバスの運行、こども教室など放課

後の居場所、梁小こども獅子躍りの今後、再編計画の

早期明示等、様々な意見・質問が出されました。

その後、各地区からの意見等を元に、１月29日に開

かれた再編検討委員会の最終案結果は、江刺東中学校

は令和３年度末に江刺南中学校と一緒に江刺第一中学

校へ、江刺５小学校統合は、校名を新たにすること、

同年で小中双方の同時統合への不安や保護者・地域の

負担が大きいとこを考慮し、１年延期の令和４年度末

に統合する最終案が示されました。
※（）内は令和２年５月１日時点の児童生徒数

市立小中学校再編計画（最終案）が示されました

奥州市では、令和２年２月付で「第３次奥州市バス交通計画」を

発表しました。内容は、市営バス梁川大岳線について、現在平日10

便（５往復）を、令和５年からは梁川線として、旧JA江刺梁川支所

前経由梁川地区センターを終点に、平日６便（３往復）とする旨を

示されました。

このことから、今までバスが通っていた赤部、大岳地区を中心に、

梁川地区全体を対象とした「地区内交通」を進めているところです。

奥州市公共交通対策室の指導を受け、各行政区の区長・民生委員

さんを中心にアンケート調査を行う等、調整を進め、令和３年10月

運行開始を目指し、令和３年１月13日に「梁川地区内交通の会」を

立ち上げたところであります。

なお、梁川地区民を対象とした、奥州市公共交通対策室からの説

明会は４月中旬に梁川地区センターで開催予定です。

令和３年度梁川地区歓送迎

会は、新型コロナウイルス感

染拡大防止のことから、大勢

での会合は行わないこととし、

中止とします。

なお、梁川地区の転退者・

新任者の詳細は、来月の梁川

だより４月

号と一緒に

配布いたし

ます。

基本使用料(１ｈ) 冷暖房(１ｈ) 電磁調理器(１ｈ) 照明(１ｈ)

２００円 １００円 １００円

４００円 ２００円

全面使用 ６００円 ２００円 ２００円

半面使用 ３００円 ２００円 １００円

使用区分(適用区分)

和室・調理室・小会議室

(適用区分１)

研修室(適用区分２)

林健センター

(適用区分４)

奥州市では、財政健全化に向けた取り組みとして、公共施設に

係る使用料負担の適正化を図るため、令和３年４月１日より公共
施設の使用料と減免基準を変更します。

これに伴い、梁川地区センター及び江刺林業者等健康増進セン
ターの使用料が以下のとおり変わります。

また、今まで全額免除になっていた団体でも４月から付加使用

料が減免にならない場合があります。詳しくは広報おうしゅう令和
３年２月号に記載しておりますのでご確認ください。

再編計画最終案

 大田代（１９人）⇒田　　原（４１人） 　　【令和３年度末】

 藤里（３６人）

 伊手（４７人）

 江刺南(５７人)

 江刺東(９５人)
中学校   ⇒江刺一(５１２人)    【令和３年度末】

 木細工（９人） 梁川（３６人）　　　　　　  【令和４年度末】

 人首（２０人）  玉里（４０人）  広瀬（４６人）　          

小学校

⇒岩谷堂（５９３人）　　【令和４年度末】
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＝ 江刺老人クラブ連合会卓球大会
＝

＝ スノーフィールド・チャレンジリレー ＝

団体戦男子梁川チーム 第１位

団体戦女子梁川チーム 第２位

フレンズの部 梁川体協チーム 第５位

公益財団法人北上市体育協会主催

月 日 曜日
行 事

内 容 時 間 場 所

３月 １１日 木 梁川診療所開設日 10：30 梁川地区センター

１２日 金 体育振興部役員会（総会） 19：00 梁川地区センター

１４日 日 生活環境部役員会（総会） 10：00 梁川地区センター

１５日 月 生涯学習部役員会（総会） 19：00 梁川地区センター

１６日 火
江刺東中学校卒業式
移動図書館巡回日
放課後子ども教室閉所式

9：40
16：45

江刺東中学校
梁川地区センター
林業者等健康増進センター

１８日 木
梁川小学校修了式
梁川振興会幹部会 18：00

梁川小学校
梁川地区センター

１９日 金 梁川小学校卒業式 梁川小学校

２０日 土 地域安全部役員会（総会） 10：00 梁川地区センター

２１日 日 梁川婦人消防協力会総会 9：30 梁川地区センター

２２日 月 梁川振興会総務局監査 10：00 梁川地区センター

２３日 火 梁川振興会理事会 15：00 梁川地区センター

２４日 水 梁川保育所卒園式 梁川保育所

２５日 木 梁川診療所開設日 10：30 梁川地区センター

２８日 日 梁川振興会総会 10：00 梁川地区センター

４月 １日 木 梁川診療所開設日 10：30 梁川地区センター

２日 金 江刺北民児協定例会 9：30 梁川地区センター

３日 土 梁川保育所進級式 梁川保育所

４日 日 江刺クリーン行動日 梁川地区全域

６日 火
春の全国交通安全運動(15日まで)
梁川小学校・江刺東中学校始業式
狂犬病予防接種 10：20

梁川小学校・江刺東中学校
梁川地区センター駐車場

７日 水 梁川小学校・江刺東中学校入学式 梁川小学校・江刺東中学校

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

１２日 １１日

１６日 １９日 ２２日

２３日 ２６日

３０日

　２日

　６日 ７日

４

月

３

月

振興会 2/24 幹部会

3/1  各部監査会

社会福祉部 3/3 幹部会

3/9 役員会（総会）

生活環境部 2/19 幹部会

3/4 幹部会

3/6    食改善総会

地域安全部 3/7 母の会総会

2/23 消防18分団総会

体育振興部 2/27 幹部会

3/5 幹部会

生涯学習部 2/24 幹部会

文化振興部 2/23 幹部会

3/9 役員会（総会）

女性部 3/7 役員会（総会）

区長会 3/9 定例区長会

北民児協 3/5 定例民児協


