
梁 川 地 区 セ ン タ ー

Ｔｅｌ ０１９７－３７－２３２０

Ｆａｘ ０１９７－３７－２３２０

M a i l nodesaki@pup.waiwai-net.ne.jp

４月３日(土)、梁川

保育所進級式が行われ、

地域安全部よりすみれ

組８名へ黄色い帽子が

進呈されました。

朝とお帰りには、帽

子をしっかりとかぶっ

て、車に気をつけて通

園しましょう。

４月７日(水)、梁川小

学校入学式が行われ、地

域安全部長より１年生４

名を代表して、佐々木莉

心ちゃん・菅野陽太くん

へ黄色い帽子と防犯下敷

きが贈呈されました。６

年間、元気で楽しい小学

校生活を送ってください。

顧 問 中西 秀俊 (再) 監 事 菊池 富雄（新） 体育振興部長 菊池 勇 (新)

会 長 菊地 均 (再) 監 事 未定 生涯学習部長 佐藤 英雄 (再)

副会長 今野 誠 (新) 教育振興部長 及川 亙記 (再)

副会長 菊地 亮幸（再） 社会福祉部長 安部 佐代 (再) 文化振興部長 菊池 司 (再)

監 事 阿部 喜覺（再） 生活環境部長 小澤 祐耕 (新) 女 性 部 長 菊池 幸子（新）

監 事 辻村 博夫（新） 地域安全部長 佐藤 祐耕 (再)
※振興会監事１名は現在未定となっております。

令和３年４月８日号

梁川振興会定期総会にて、R３・４年度を担う新役員が選出さ

れました。新役員のみなさんは下表のとおりです。

文化振興部より

舘下にある、小梁川館（野手崎所）の

城内図の看板が、約26年ぶりに新しくな

りました。日に日に、暖かくなってきて

４月下旬には桜も満開になるでしょう。

ぜひ皆さ

ん近くをお

通りの際は

立ち寄って

みてくださ

いね。

３月28日(日)午前10時から参加者55名で令和２年度梁川振興会総会を開催し

ました。議長に菊池誠さん(４区)を選出し、令和２年度事業報告・決算報告、

令和３年度事業計画(案)・予算(案)などが原案通り承認・可決されました。特

に令和３年度は、９月12日が日曜日となることから、７年ぶりに「西沢目大名

行列」が行われます。振興会でも補助金(見積額の約７割)を提案し、承認いた

だきました。振興会長、副振興会長は再任、監事は３人選任されましたが、１名は未定です。また、も

う一人の副振興会長(自治会長代表)は４月２日の区長会で今野誠さん(７区)が選出されました。

なお、総会資料は地区センターで閲覧できますので、ご自由にご覧ください。

今年度は、コロナも収束し、事業及び行事が予定通り開催されることを願っております。

令和３年度奥州市

認知症カフェ委託事業

「思い出カフェあっぷる」は、認知症が気になるご本

人、ご家族及び地域の皆さん誰でも参加出来る場所で

す。どうぞお気軽に参加してみてください。

・日 時 偶数月第２木曜日 13：30～15：30

（R3 4/15・6/10・8/12・10/14・12/9 R4 2/10)

・場 所 梁川地区センター

・内 容 レクリエーションやゲーム、お話語り等

・持ち物 一人１回200円(茶菓子、資料代等)

・申込み 地域包括支援センターえさし中央(2日前まで)

電話 0197-34-4826 FAX 0197-34-4827

進級 ご入学

mailto:nodesaki@pup.waiwai-net.ne.jp


月 日 曜日
行 事

内 容 時 間 場 所

４月 ８日 木
梁川診療所開設日
やながわ放課後子ども教室開所式
生活環境部幹部会

10：30

17：00

18：30

梁川地区センター
林健センター
梁川地区センター

１１日 日 春の大掃除検査 梁川地区全域

１２日 月 生涯学習部役員会 19：00 梁川地区センター

１３日 火
定例区長会
市公共交通対策室説明会

14：00

15：00

梁川地区センター
〃

１５日 木 思い出カフェ 13：30 梁川地区センター

２８日 水 移動図書館巡回日 9：50 梁川地区センター

２５日 日 女性部役員会 10：00 梁川地区センター

５月 ６日 木 梁川診療所開設日 9：30 梁川地区センター

７日 金 江刺北民児協定例会 10：30 梁川地区センター

令和2年度に計画していたスポーツ大会は、

新型コロナウィルス感染拡大防止のことから

全て中止となりました。体育振興部事業とし

て体育設備の充実を行う事とし、『ワンタッ

チテント』２張

と『オールア

ルミ朝礼台』

を購入しま

したので、

地域のみなさ

んへ報告いた

します。

振興会 3/18 幹部会

3/22 総務局監査

3/23 理事会 3/28 総会

生活環境部 3/14 役員会

4/4 クリーン江刺行動日

地域安全部 3/20 役員会

3/21 梁川婦人消防協力会総会

4/3 第1回役員会

4/6～15 交通安全立哨活動

4/7 梁小1年生へ黄色い帽子贈呈

体育振興部 3/12 役員会

生涯学習部 3/15 役員会

教育振興部 3/16 子ども教室閉所式

4/2 子ども教室運営委員会･打合会

区長会 4/2 臨時区長会

北民児協 4/3 定例会

生涯学習部では、本年度の事業見直しにより例年

行っておりました『春のウォーキング』は中止とし、
新たな企画を検討中です。詳細が決まりましたら、

お知らせいたしますので、ご参加ください。

先月号で紹介いたしました、『江刺老人クラブ連合会卓球大会』の結果についてまちがいがあ

りました。お詫びして訂正させていただきます。

団体戦男子梁川チーム１位⇒２位・団体戦女子梁川チーム２位⇒１位 となります

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

　９日 　

１３日 １６日 １５日

２０日 ２３日

２７日 ３０日 ２６日

　７日

１１日 １２日

４月

５月

体育振興部よりお知らせ


