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今年の9月11日（土）に開催を予定していた田原地区敬老会は、新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため式典を中止することになりました。

振興会では昨年と同じように、祝菓子の配布を行い長寿をお祝いしたいと思いますのでご理解、

ご協力をお願いいたします。

7月30日(金)に開催された青少年交流

会には大田代小学校、田原小学校の5‧6

年生14名が参加しました。

当日は朝から猛暑でしたが、校長先生方

の応援もあり、みんな元気いっぱい頑張り

ました！

イワナのつかみ取り体験で捕まえたイワ

ナは、さばき方を教えていただき、こんがり

焼いてからお昼においしくいただきました！

７月７(水)に開催された奥州市の出前講座では今年度

新役員になったみなさんが改めてゴミの分別とリサイク

ルについて学びました。

講師に来てくださった奥州市役所の菊池貞礼さんと佐

藤香純さんのお話を参考にして、家庭でのゴミの分別徹

底のためにポスターの作成などを検討中です。

7月12日(月)の出前健康講座では、講師に保健師の千田

奈緒さんをお願いして「脳いきいき講座」～認知症予防～に

ついて学びました。

認知症の初期症状にはどんなものがあるか、認知症の予

防法や、声かけの仕方、脳の働きを活性化させる方法などを

お話しいただき、大変勉強になりました。

7月 26日(月)に実施したシニア大学1回目

には田老連のみなさんを中心に30名が参加

して体操とニュースポーツで汗を流しました。

講師には奥州市スポーツ推進委員の菊池

幸子先生にいらしていただき、スカットボー

ル、ビーンボーリングに加えて今回初めて

「モルック」というニュースポーツも教えてい

ただき、とても盛り上がりました。

新しく「モルック」にも

チャレンジしました！

スカットボール

ビーンボウリング

自分で捕まえた

イワナはとっても

おいしかったね！

はじめてイワナを

さばきました。

みんな真剣です。

イワナのつかみ取り！

ぬるぬるしててなかな

かつかめない・・・
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　市道延長1.3㎞のうち約１㎞が舗装済みとなっているが起点側約330mが未舗装で
大雨時には洗堀が起きる状況となっている。また道路側溝も素掘りのため洗堀され
た土砂等により浅くなっており排水が滞ることもあり生活道路でもあることから現道舗
装を要望する。

　県道折居田原線交差点付近に上り急勾配部分があり度々先堀されることから現道
装を要望する。

要望
番号

件　　　名 要　望　内　容

1

市道黒田助線改良工事について

市道石原線、熊川橋付近交差点の
狭隘箇所の改良について

市道石原線大日簡易郵便局以南
の歩道の設置について

市道横懸線の現道舗装について

市道飛沢線現道舗装について

3 交通安全施設の整備について

　国道456交通危険箇所にかかるカーブミラーの設置、県道水沢玉里線･市道(原体
線･藤里石原線･原体日照田線･山舘線)交差点付近への注意喚起のための道路標
示等の設置を要望する。
※カーブミラー　新設　国道456根木町地内
※道路標示、ドットライン等の整備　新設　県道水沢玉里線　原体地内

2
国道456号線の歩道整備及び改良
促進について

　川内～大平間は大田代小学校児童の通学路であり、戸崎～大日前間、分限城～
沢田前間は田原小学校児童の通学路となっている。この区間は歩道と車道の区別
がなく、交通量も多く高齢者等にも大変危険であり、歩道の整備及び道路改良を早
急に実施するよう関係機関への働きかけを要望する。また、国道456･市道駒場線交
差点付近の側溝に不具合があり大雨の際に歩道が冠水するなど通行の妨げとなる
ことから側溝の合流点付近の改善を要望する。
※通学路危険箇所の歩道整備促進　沢田前交差点　分限城地内
※道路側溝合流点の改善　国道456･市道駒場線交差点付近

7
川欠川の改修及び堤防整備につい
て

　川欠川の堤防補修等を要望する。

　河川敷内の立木は年々大きくなっており、災害防止のためには伐採処分が必要だ
が、地域住民による奉仕活動には限界があり、水辺環境の美化、河川の増水による
災害を回避する点からも､早期に立木の伐採処分を関係機関への働きかけを要望す
る。

伊手川河川敷内及びその他普通河
川立木の伐採について

国道、県道及び市道にかかる通行
の妨げになる立木の伐採について

　田原地域は中山間地域が多く、各道路と山林が接しているところがほとんどで立木
や枝が道路を覆い通行の妨げになっている。そのような場合に早急に伐採処分して
いただく体制を築いていただくよう要望する。

6

会　　　場日 曜日 行　事　予　定 時　間

13:30

区長発送日

11

15:00

水 胃がん検診
6:45～
9:00

健康増進センター
(田原地区センター)

12 木

振興会定例区長会
田原地区センター10 火

振興会定例三役会

田原地区センター

区長発送日

敬老会祝品等配布準備 14:00

江刺中央民児協 13:00

農村広場草刈り･除草２回目 6:00 農村広場

田原地区センター

4

9 木

10 金

3

土

金

大畑地内水道未普及地域の解消に
ついて

　地震に伴う水脈の変化などによる自家水井戸渇水の兆候が見られることから、大
畑地内の水道未普及地4戸へ配水管の延長敷設を要望する。

根木町浄水場の水源確保について
　平成30年度に策定した水源及び浄水施設の基本計画に基づき浄水場整備及び揚
水試験等事業着手に向け進行中だが早期完成できるよう現地調査等の促進を要望
する。

消防屯所への水道施設の整備につ
いて

　田原地区消防屯所のうち第２部（土公地内）、第３部（深沢地内）の２屯所には水道
施設が整備されておらず、消防ホースの洗浄等管理上必要な水道施設の設置を要
望する。

消火栓の設置について
　消防水利が非常に悪く、ため池や水路では対応しきれず､冬期間は水路からの取
水が見込めないことから消火栓の設置を要望する。
※要望箇所　　沢田前地内　　宿地内　　山館地内　　御免地内

防火水槽の設置について
　消防水利が非常に悪く、ため池や水路では対応しきれず、冬期間は水路からの取
水が見込めないことから消火栓の設置を要望する。
※要望箇所　　馬形地内１基　　川内地内１基　　駒場地内１基

　大田代地区約200戸が通勤通学、買い物等に利用し、また大東町方面からの水沢
江刺駅利用者も通行する非常に交通量の多い道路であり、一部落石防止工事は実
施済みだが狭隘でカーブも多く交通事故も発生しており、ドライバーから不安の声が
寄せられていることから早期の整備を要望する。

　狭隘箇所については､通行車両のすれ違いもできず、左右の確認も困難な状態に
なっている。県営圃場整備事業で用地は確保されているので速やかな工事着手を要
望する。

　田原小学校児童通学路は現在歩道が設置されておらず、朝夕の通学時間帯は交
通量も多く、さらに冬期には除雪された雪で道幅が狭くなり危険な状況となっているた
め早期の歩道設置を要望する。

19 木

18 水 大田代小学校・江刺第一中学校始業式

26 木 区長発送日

田原小学校始業式

5

4

８月10日 ～ 9月10日までの主な行事予定

７月３０日(金)江刺総合支所において令和３年度地区要望行政ヒアリングが開催され、

田原振興会では会長、副会長、センター長が出席し、以下の通り要望書を提出してき

ました。正式な回答は１２月頃の予定となっております。

7月18日(日)、交通事故防止を呼びかける街頭活動を実施し、

ドライバーのみなさんに安全運転を呼びかけました。

暑さで疲労がたまりやすくなっています。居眠りやぼんやり

運転をしないよう十分に気をつけて安全運転を心がけましょう。

《農村広場草刈り除草②》

9月4日(土)6時～
《秋のクリーン行動》

9月1 2日(日)

体育振興部で9月以降開催を検

討していたビーチボール大会は、

新型コロナウイルス感染症拡大

防止の為中止になりました。

同じく11月28日(日)の開催を予

定していたバドミントン大会も中止

を決定しましたので併せて報告い

たします。

8月

９月

おめでとう

ございます!

この度、地域安全部の多年にわたる活動が評価

され、奥州警察署長から感謝状が贈呈されました。

また、母の会会長として長期にわたり活躍された

阿部洋美さんにも感謝状が贈呈されました。おめ

でとうございます。

街頭で安全運

転を呼びかけ!

※三役会‧区長会 ８～１０日の間に開催予定。


