
平成２７年１２月１１日発行

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

令和４年10月13日号

９月17日(土)、江刺林業者等健康増進センタ
ーに於いて、３年ぶりに梁川地区敬老会が開催
されました。今年は、77歳以上の対象招待者３50
名のうち、出席者は95名でした。
オープニングセレモニーでは、梁川小学校４・
５・６年生による梁小獅子躍り、１・２・３年生の合
唱、全校児童の校歌発表、その後金津流野手
崎獅子躍の演舞もあり大変盛り上がりました。
今年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、規模を縮小し、短時間での開催でした
が、日ごろご無沙汰している旧友との会話に花を
咲かせていました。

梁川地区敬老会３年ぶりに開催される

わいわいネットのテレビ放映でご覧いただいた方も多いと思いますが、梁川振興会地域安全
部、奥州警察署梁川駐在所主催の「安全安心ふれあいコンサート」が９月28日(水)江刺林業者
等健康増進センターにて行われました。当日は、梁川小学校も招待し、全体で約100名の方々
にご来場いただきました。
演奏は、人気アニメソングや2021年のヒット曲メドレー、オズの魔法使いのテーマ曲など、

多種多彩な音楽を響かせ、併せてカラーガード隊のフラッグ演技もあり、集まった皆さんを楽
しませていました。また、「いかのおすし」の寸劇で児童の登下校時の安全も呼び掛け、アン
コールでは梁川小学校の校歌を演奏していただき、児童たちは一緒に元気よく歌っていました。

９月22日(金)午後６時から参加者15人で、令和４年度梁川振興会第３回理事会が開催されました。
協議内容は、①閉校後の小学校校舎等の利活用について、市教育委員会から利活用について照会さ

れているものであり、20人で構成する「小学校利活用検討委員会」を立ち上げ、11月末までに方向性を決
定することとしました。
②梁川地区屋根付きゲートボール場及び総合運動場の指定管理について、屋根付きゲートボール場に
ついては、近年利用者なしで維持管理費のみ支払っていることから、指定管理を受けない旨、報告してお
りました。結果的には、市教育委員会では、撤去することで報告いただいております。また、総合運動場に
ついては、新規に指定管理になります。このことで、総合運動場を使用する場合は、使用許可申請が必要
となるが、維持管理費も市から頂くこととなります。
③地区内交通車両「やなたっくん」がリース移行になります。利用に特に支障はありませんが、今年度９月
末で12回(往復２回として)です。欲をいうと、利用者が増えればいいなと思います。皆さんのご利用をお待
ちしております。
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９月28日(水)江刺総合支所にて、令和４年

度奥州市公衆衛生活動功労者表彰式が行われ、
髙橋千春さん(３区)、今野智恵さん(５区)が
受賞されました。長年
にわたり、渾身的に衛
生組織活動に尽力し地
域の公衆衛生向上に果
たした功績をたたえ贈
られたものです。
おめでとうございます！
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ご注意ください

10月10日(月)、
梁川振興会地域
安全部による、
地域安全パト
ロールが行なわ
れました。年末
にかけて増える、

交通事故・犯罪・火災等に気をつけましょうと
呼びかけ梁川地区内をくまなく周りました。

令和４年度「秋の表彰」受賞者を紹介します。
受賞された皆さんおめでとうございます。

９月18日（日）午前9時半から各自治会関係者ら53人の参加で、令和４年度梁川地区「自
主防災研修会」が開催されました。今年度は３年目となり、主催は梁川振興会、社会福祉部、
地域安全部の協働であり、前半は「自主防災組織マニュアル（奥州市版）」の説明、次に大
雨による被害想定に対して、各自治会自主防災会の組織設置後に情報伝達訓練を行いました。
最初に報告内容として、自治会の①被害状況、②安否確認（要擁護者含む）、③避難場所、
④健康状態、⑤救援の有無等、について取り決めましたが、実際には、地区の実状報告であ
り、定型的な回答は困難なことが分かりました。引続き、倉庫内の防災備品の確認、発動発
電機及び投光器の操作を行いました。講評では、投光器点灯の際は、コードドラム発熱の虞
から、本番では巻きほぐす等、指摘された。また、防災は日頃からの訓練が大切である旨指
導された。

令和４年度 秋の表彰

【東北管区局表彰】
功労団体 交通安全協会梁川分会
【緑十字表彰】
優良運転者 菊池 栄 さん(７区)
【奥州警察署・江刺地区安全協会長連名

表彰（支部表彰）】
功労者 菊池 敏一 さん(４区)
優良運転者 今野 正英 さん(日舘区)

大内 明 さん(日舘区)
辻村 博夫 さん(３区)
佐藤 茂 さん(７区)

公衆衛生活動功労者表彰

「民生委員」を名乗って、個人情報を聞

きだそうとする不審な電話が、梁川駐在所
管内でありました。電話で問い合わせるこ
とはないので、注意しましょう。
不審に感じたときは、一人で判断せず、

家族や奥州警察署、梁川駐在所（37-2120）、
お近くの民生委員さんに相談しましょう。



令和４年11月29日(火) 江刺金婚を祝う会

主 催 社会福祉法人奥州市社会福祉協議会

該 当 者 昭和47年4月から昭和48年3月までに結婚されたご夫婦

会 場 江刺総合コミュニティセンター

申出方法 申出書により奥州市社会福祉協議会江刺支所または民生委員、

地区センターにお届けください。

申出締切 令和４年10月21日(金)

「江刺地区内駅伝競走大会」へカンパのお願い

江刺地区内駅伝競走に参加する選手団に支援するカンパ
をお願いしています。このカンパは毎日の練習諸費用に使わ
せていただきます。カンパ箱は梁川地区センターに設置して
おります。趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。

江刺地区内駅伝競走大会11月３日（木）・文化の日

今年は江刺第一中学校発着の西体育館の周回コース（19.5㎞）
です。
午前10時スタート、梁川の選手の皆さん優勝めざして頑張ってく
ださい。

第59回江刺地区内駅伝競走大会

１区（女子） 江刺第一中学校～愛宕駒籠会館前 １．６ｋｍ

２区(男子) 愛宕駒籠会館前～江刺西体育館前 ２．５ｋｍ

３区(女子) 江刺西体育館前～給食センター前 ２．４ｋｍ

４区(男子) 給食センター前～江刺西体育館前 ４．０ｋｍ

５区(男子) 江刺西体育館前～給食センター前 ２．４ｋｍ

６区(男子) 給食センター前～江刺第一中学校 ６．６ｋｍ



月 日
曜
日

行 事

内 容 時 間 場 所

１０月 １３日 木

健康福祉相談日
梁川診療所開設日
思い出カフェあっぷる
定例区長会

10：00
10：30
13：30
14：00

梁川地区センター
〃
〃
〃

１４日 金 移動図書館巡回 11：00 梁川地区センター

１５日 土 梁川地区文化祭 13：00 梁川地区センター

１６日 日 梁川地区文化祭(郷土芸能発表会)
梁川小学校資源回収（古紙のみ）

10：00
8：30 

梁川地区センター
梁川小学校

１９日 水 梁川小学校校舎等利活用検討委員会 18：30              梁川地区センター

２２日 土 梁川小学校学習発表会 9：00 梁川小学校

２７日 木 梁川診療所開設日 10：30 梁川地区センター

２９日 土 江刺第一中学校文化祭 江刺第一中学校

１１月 ３日 木 文化の日
江刺地区内駅伝競走大会 9：10 江刺総合市役所(開会式)

４日 金 江刺北民児協定例会 9：30 広瀬地区センター

１０日 木 梁川診療所開設日 10：30 梁川地区センター

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

１０月

１４日 １３日

１８日 ２１日 ２４日

２５日 ２８日

１１月
１日 ４日 ２日

８日

心配ごと相談所のご案内

奥州市社会福祉協議会では、市民の福祉や

生活に関する悩みに関する『よろず相談』の窓
口として、心配ごと相談所を開催しています。
相談員は、地域福祉課の社会福祉士や精神

保健福祉士、社会福祉主事任用資格を持つ福
祉活動専門員（コミュニティソーシャルワー
カー）を配置しており、同専門員が相談員を務
めます。秘密は厳守しますので、安心してご相
談ください。

相談員がどのようなお困りか事情を伺い、お
聞きした情報の範囲の中で一般的なアドバイス
を行います。（問題解決の参考にして頂くもので
あり、この場で解決を図るものではありませ
ん。）また、必要に応じて民生児童委員や公的
相談機関等と連携を図ります。

開催日 ： 11/1（火）・R5 2/21（火）
時 間 ： 10時から11時30分まで
費 用 ： 無料
場 合 ： 梁川地区センター
問合せ ： 社会福祉法人奥州市社会福祉協議
会地域福祉課（福祉のまちづくり推進室）
☎ 0197－25－6188 FAX  0197－25－6690

振 興 会 9/18   自主防災研修会
9/22 第３回理事会
9/28 安全安心ふれあいｺﾝｻｰﾄ

社会福祉部 9/17 敬老会
生活環境部 10/4 幹部会
地域安全部 9/21・22・24・27～30

青色回転灯パトロール
10/10 地域安全パトロール
10/11 地域安全運動出動式

体育振興部 9/10 役員会
文化振興部 9/13 幹部会

10/3 幹部会
区 長 会 9/16 定例区長会
民 児 協 10/7 定例民児協


