
 

 

  

 

  

おめでとうございます！ 

 

  
          

 

 
 

     

   

 

 

      

 

 

 

                        

                                           

 

 

 

 

 

令和 4年 8月 1日 

TEL･FAX 25-2798 
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スマホセミナー 第 2弾 

問い合わせ・申込先 福原地区公民館 TEL・FAX・25-2798 

 

 7月 12日（火）福原地区公民館で防犯標語の選考会がおこなわれました。 

今年も福原小中学校の皆さんからたくさんの応募がありました。優秀な作品が多く審査員の皆さ

んはどの標語を選ぼうか迷われたようですが、厳正な選考の結果、次の作品が入賞となりました。  

入賞された皆さん、おめでとうございます。 

          ※最優秀賞の作品のみ標語看板設置となります。 

令和 4年 防犯標語 入選作品 

ラタンで作る 
お菓子プレート教室 

 7 月 15 日（金）福原地区公民館でソフトバンク

の方が講師となり「スマホセミナー」が行われまし

た。11 名が参加し、練習用のスマホを使って、地

図・カメラ・LINE（ライン）などの操作方法を学び

ました。初めての LINEでは喋ったことを文章にし

て送ることができ、いろんな写真を撮って送った

りと参加者皆がグループになり大変盛り上がりま

した。「楽しかった！」「知らなかった事が知れてよ

かった」などの声がありました。第 3 弾もお楽し

みに‼ 

 

 

羽州街道（猿羽根山） 

てくてくウォーキングツアー 
 

 7月 1日（金）徳良湖の花笠グラウンドゴルフ場で福原地域振興会
グラウンドゴルフ大会が行われました。 
晴天に恵まれ、青空のもと心地よい風も吹いて最高のグラウンド

ゴルフ日和となりました。41 名の参加者の熱の入ったプレーでホー
ルインワンも多数あり、大変盛り上がりました。「頑張れよ！」「おっ
しいな！」「もうちょい！」「よっしゃ！」等の声も聴かれ、皆さん、
楽しんでいました。笑顔がとっても素敵でした。お疲れ様でした。 

≪結果報告≫

＞。。＞ 
優勝 榎本 馨さん（荻 袋） 
2 位 山寺 信秋さん（名木沢） 

3 位 尾﨑 則行さん（荻 袋） 

4 位 加藤 静雄さん（荻 袋） 

5 位 笹原 和子さん（野黒沢）   

 
日 時：9月 9日（金） 

  午前 9時～11時 30分 
〇集合場所：福原地区公民館  

〇コ ー ス：羽州街道古道、山頂（地

蔵尊）約 2㎞ 

〇講 師：大類 誠 文化財専門員 

〇対 象 者：市民の方（先着 15名） 

〇持 ち 物：飲み物・雨具等 

〇申込締切：8月 31日（水） 

 

 

田んぼアート見頃を迎えました。 

日 時：8月 18日（木） 

   午前 9時～12時 
〇場 所：福原地区公民館 

〇定 員：先着 10名 

〇講 師：横澤 孝博 氏（矢越） 

〇参 加 費：500円 

〇申込締切：8月 12日（水） 

防犯は 家族会議と 地域の絆 

 

 

福原中 3 年 鈴木 愛依桜 

とうげこう はんざいふせぐ みんなのめ     福原小 1 年 おざき そうすけ 

あいさつで みんなのえがお まもろうよ     福原小 1 年 あべ はるの 

にちじょうの かい話が一番の セキュリティー  福原小 4 年 長沼 奏亜 

やめようよ 言える勇気で いじめゼロ      福原小 6 年 辻 太陽 

 その言葉 見えない誰かを 傷つける       福原中 1 年 東海林 桃 

気がつかぬ キーの軽さと その重さ       福原中 2 年 庄司 桜香 

 

 

≪ 最優秀賞 ≫ 

≪ 優 秀 賞 ≫ 

広げよう かぎかけ声かけ えがおのわ      福原小 3 年 東海林 幸 

安全は 子の目・親の目・地域の目        福原小 6 年 渡辺 翔斗 

やる前に 思い浮かべる 家族の笑顔       福原中 1 年 庄司 瑛太 

≪ 入 選 ≫ 

名木沢コミ
ュニティセ
ンター脇 

 

和合新生園近く  

 

7月上旬に撮影した写真です‼ 

ラタン（藤）を使って 

お菓子をのせる手頃なサ

イズのプレートをつくり

ます！ 

芭蕉や茂吉、イザベラバードが歩いた羽

州街道。歴史を感じながら、一緒にいい汗

をかきましょう！ 



福原郵便局へ七夕飾り

り よつば保育園 

福原郵便局よりお知らせ 
   名木沢簡易郵便局は 7月 1日から一時休業しています。 

※日本郵便（株）では簡易郵便局を運営していただける方を 

募集しています。   詳細は福原郵便局まで tel.0237-25-2123 

 

福原郵便局長杯 
グラウンドゴルフ大会 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

  

    

 

  

  

  
 

 

 

 

 

  

     

 

  

  

  

  

行事予定 

R4.7.1現在    （前月比） 
男 性：1,560人 （±0） 
女 性：1,505人 （－2） 
合 計：3,065人 （－2） 
世帯数：1,086戸 （＋4） 
）） 
 
  

 

8月 5日（金）各地区歴史保存会交流会 

8月 5日（金）福原地区老人クラブグラウンドゴルフ大会 

8月 18日 (木) ラタンで作るお菓子プレート教室 

8月 30日（火）市老人クラブ連合会グラウンドゴルフ大会 

事業問い合わせ・申込先：福原地区公民館  電話・FAX 0237－25－2798 

福原地区内   第 1弾‼ 
フラワーロード紹介 

  

福原中学校 職場体験 

「よっちょれ」お披露目会 

福原地区高校生等を持つ親の会 
あいさつ運動 

 
 

よつば保育園 

みちのくサービス福原給油所 

荻袋  （荻袋・荻袋開拓親睦会） 毒沢      (毒沢花と緑の会)

花        )  

元気で楽しい『よっちょれ』！ 
 6月 30日（木）よつば保育園の園庭で、年長の
「すいか組」22名による『よっちょれ』のお披露
目会がありました。 
子ども達は毎日がんばって練習してきたとのこ

と、子ども達の元気で楽しい笑顔あふれるすばら
しい踊りでした。 
 

 願いごとが叶いますように！！ 
 7月 4日（月）よつば保育園の「すいか組」の園児 22名が、2班に分かれ、福
原郵便局に訪れ七夕飾りを行ないました。 
 各園児のそれぞれの願い事を書いた短冊を、「願い事がお空に届くように」と願
いながら 1枚 1枚丁寧に先生から笹飾りにつるしてもらいました。 

 

野黒沢元気くらぶさんより、 

福原地区公民館に、紅花・ベゴ

ニアの花を沢山いただきまし

た。ありがとうございました。 

 

春の桜並木は今,「あじさい」がお見事‼ 

  南沢  集落の入り口  （南沢桜花会）

い    ） 

福原地区の花 
とってもきれいに 
咲いていますよ！ 

      見てみて!! 
 

福原地区高校生等を持つ親の会では、5月から
10 月、芦沢駅と北大石田駅で早朝の「あいさつ
運動」を行なっています。 
7月 7日(木)の早朝、北大石田駅前で、同会の

保護者が大石田町のレインボー作戦と合同で、通
学で駅を利用している高校生一人ひとりに「おは
よう」の掛け声とティッシュを配布しました。保
護者の皆さん、早朝からお疲れ様でした。 

 

 

色とりどりの花が素敵なバス停です‼            

バス停付近、掲示板あり 

花の種類と色合いが絶妙です‼   宝鏡院の所 

7月 6・7日の 2日間、福原中学校 2年生の職場体験が

行われました。 

これは進路学習の一環として、様々な職業を知り、社

会人としてのマナー等を学ぶためのものです。体験先は

市内の公共施設や事業 9か所、福原地区では 3か所の事

業所。なかでも車が好きということで「みちのくサービ

ス福原給油所」を選んだ齊藤秀吾くんは、職員さんが給

油する傍らで車の窓ふきのお手伝いをしていました。

様々な作業の中でも「特にタイヤ交換がむずかしかっ

た」と真剣な表情で話してくれました。 

また、「よつば保育園」にも 2名の生徒が職場体験に訪

れ、園児たちと楽しく仲良く保育を体験していました。 

将来を考える中学生にとって、とても貴重な体験にな

ったと思います。地域の事業所の皆さんご協力ありがと

うございました。 

 

 

 

7月 16日(土) 西原公民館わきグラウンドゴル
フ場にて福原郵便局長杯グラウンドゴルフ大会
が行われました。この大会は福原郵便局の地域貢
献活動の一環として、住民と交流を深めるために

初めて開催されたものです。賞品等も多数用意さ
れ、約 30 名の参加者のみなさんは小雨模様を吹
き飛ばすような熱気のこもったプレーを楽しん

でいました。 

 

（7月上旬に撮影した写真です） 

新型コロナウィルスの感染状況により変更になる場合あります。ご了承ください。 

 

 

 


