
 

 

ラタンで作る 
お菓子プレート作り教室 

 

  
          

 

  
 

     

   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4年 9月 1日 

TEL･FAX 25-2798 

 

 

 

8月 18日のラタンで作るお菓子プレート作り 

教室はコロナ感染状況により延期となりました。 

 

福原小学校ふるさと学習のクラブ活動紹介 

日時：9月 27日（火） 
   午前 9時 30分～ 
     11時 30分 

〇場  所：福原地区公民館 

  〇定  員：先着 10名 

  〇講  師：髙橋美智子さん（寺内） 

  〇参 加 費：500円 

〇申込締切：9月 16日（金） 

 

日時：9月 30日（金） 

   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：横澤孝博さん（矢越） 

〇参 加 費：500円 

〇申込締切：9 月 20日（火） 

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！ 

7月 14日（木）福原小学校で 2回目のふるさと学習のクラブ活動がありました。クラブ活動は、

地域の先生からふるさとの人・もの・ことを学び、地域愛を育む学習です。 

クラブには、伝統芸能、小物・絵手紙、地域探検、グラウンドゴルフの 4 つがあり、4 年から 6

年の児童が興味のあるクラブを各自選んでいるそうです。 

3回目のクラブの活動では、名木沢豊年田植え踊り（伝統芸能）、絵手紙（小物・絵手紙）、歴史

探検（地域探検）が予定されており、グラウンドゴルフクラブでは 4回目に「福原っ子杯グラウン

ドゴルフ大会」が開催されます。          

 

 

福原小 2年 
「生きものはっけん」 

福原小学校の 2年生は、ふるさと学習（地域の
人・もの・ことに学ぶ生活科）として水中生物な
どを観察する「生きものはっけん」の学習を行な
っています。 
6月 28日、大海地（芦沢）の長沼堰から捕まえ

たザリガニ、どじょうなどの生きものを水槽で観
察し、「生きものの絵」を描きました。7月 14日、
捕まえた生き物に一人ひとり「ありがとう」と声
を掛けながら長沼堰に放しました。 
その後、生きものの先生、笹原慶一郎さん（野

黒沢）に「生きものの絵」をプレゼントしました。 

 

グラウンドゴルフクラブ 

福原地区公民館に展示中 

フェイクフラワーで作る 

フラワーボックス 
作り教室 

地域探検クラブ 

無農薬野菜 

 

小物.絵手紙クラブ 

「小物作り」 

伝統芸能クラブ 

「寺内野尻太鼓」 

改めて いたします！ 

 
先生:寺内グラウンドゴルフ
愛好会 渡辺行男代表（寺

内）ほか 
 

西原グラウンドゴルフ場に 
「ナイスショット！」 
「おしいな～」などの 
声が響きました。 

先生:FARM OCHI 
(ファーム オチ) 

落合優哉代表（芦沢） 
 

「農薬を使わない野菜
づくり」（自然農など）を 
圃場で見学しました。 

先生:森岡美貴子さん 
（芦沢駅前） 

 
クラフトバンドのバックを 

作りました。 

素晴らしい作品ばかりで、 

市民文化祭に出品予定です。 

先生:寺内野尻太鼓  

菅野孝次代表（寺内）ほか 

 
迫力ある太鼓を 

7 月 15日の朝礼で 
発表しました。 

大変素晴らしい作品なので福原地区公民館

（集会室）に展示しています。 

みなさん、ぜひ見に来て下さい‼ 

 

 

・新型コロナウイルスの感染拡大 ・団体競技のチーム編成がむずかしい 

などの理由により、10 月 9 日に開催を予定していた 

第 40回福原地区球技大会は       となりました。 

ご理解をお願い致します。 

なお、来年度以降の開催については、改めて検討していく予定です。 

いまさら聞けないマイナンバーカードの「？」にお答えします。 

    ※マイナポイントの対象となるマイナンバーカードの申請期限は 9月 30 日です｡ 

マイナンバーカードって 

どんないいことあるの？ 

 
申請したいけど 

どうすればいいの？ 

スマホやパソコン持って

なくても作れるの？ 

日時：9 月 21日（水）9：30～11：30 
場所：福原地区公民館 ℡25-2798 

※申込みが必要です。締切 9 月 14日（水） 
 
マイナンバーカードのいろんな疑問に市役所の担

当者がお答えします。むずかしい言葉は使いません。

ついでにカードの申請もできます。ぜひお友達を誘っ

て公民館へいらしてください。 

 

中止 



  

 

  

福原中学校 東北大会出場 
   おめでとうございます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

R4.8.1 現在    （前月比） 
男 性：1,557人 （－ 3） 
女 性：1,498人 （－ 7） 
合 計：3,055人 （－10） 
世帯数：1,085戸 （－ 1） 
 
 
  

 

子供舞踊さ～くるが 
踊りを披露しました 

夏の防犯広報活動 

7月 26日（火）今年 2回目となる防犯パトロ

ールを行いました。 

“明るいやまがた”夏の安全県民運動（7 月 22

日～8月 21日）にあわせ防犯協会福原支部が防

犯活動を実施し地区内の 18 カ所の掲示板に新し

い防犯標語ポスター等を貼りながら青パトで巡

回しました。 

また、三浦支部長や防犯連絡員の皆さん、芦

沢駐在所の叶内巡査が地区民の方々に防犯を呼

びかけながら掲示板の点検や駅駐輪場で自転車

の防犯診断を行いました。お疲れ様でした。 

西原・寺内交流 
グラウンドゴルフ大会 

〇柔道  

＜90 ㎏級＞    榎本 汐竜さん    

福原地区内   第 2弾 
フラワーロード紹介 

「真っ赤なサルビアが素敵です！元気になります！」 

「3色のベゴニアがとっても鮮やかで綺麗！」 

ピンクピンク 

「通学路が色鮮やかでハッピー気分に！笑顔咲きます！」   

 「色バランスが良好！明るく元気になります！」  

「三色の日日草がとっても可愛い！癒されます！」  「メランポジウムの黄色がいっぱいで見惚れます！」 

 

 

 

 

 

 

 

「赤や黄色のケイトウの花が珍しくて可愛いね！」 

 （地区公民館 敷地内） 

（国道 13号線沿い） 

（福原中学校前道路） 

（ガソリンスタンド脇） 

（国道 13号 駅入口付近） 

（国道 13号 交差点） 

（安久戸に行く道路脇花壇） 

」。 

 

8月 21日（日）西原公民館前広場で寺内グラ

ンドゴルフ愛好会と西原地区親睦会の交流グラ

ンドゴルフ大会が開催され、約 30名が参加しま

した。 

 新型コロナ感染防止のためマスク着用や距離

をとり、会話を控えながら、各自プレーを行な

いました。当日は晴天に恵まれ、心地よい風も

吹いて、最高のグランドゴルフ日和となり、コ

ロナを吹き飛ばす熱気のあるプレーを楽しんで

いました。  

 

9月 1日（木） 交通安全教室（老人クラブ） 

9月 9日（金） 羽州街道てくてくウオーキングツアー 

9月 9日（金） 福原小中学校さわやかあいさつ運動 

9月 21日（水） マイナンバーカード質問会 

9月 27日（火） フラワーボックス作り教室 

9月 30日 (金)  お菓子プレート作り教室 

 

niti 

2929 

 

                                       

行事予定 

福原地区ふれあい作品展 12月開催‼     

地区の皆さんのたくさんの出品お待ちしております‼ 

    

〇陸上  

＜3年男子 100ｍ＞  齋藤  輝さん 

＜男子 4×100ｍリレー＞ 

   柿崎 大飛さん  奥山 稜雅さん 

   戸津  珀さん  齋藤  輝さん 

   辻  翔弥さん  黒山 陽仁さん   

＜2・3年女子 1500ｍ＞ 

    大場 明咲さん  

 
 
 
 
  

事業問合せ・申し込み先：福原地区公民館  電話・FAX 0237-25-2798 

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

作品募集 

（7月上旬に撮影した写真です。） 

芦沢駅前有志 

芦沢花の会 

和合地区会 

マイロードサポート事業団体寺内花街道

（ 

  7月 28日（木）福原中学校体育館にて保護者

会(PTA)主催の親子研修会が行なわれました。 

研修会はスマホ等による SNSに関する内容で、

尾花沢警察署の佐竹上席少年補導専門官から

「SNS等に係るトラブルと巻き込まれない心得」

について講話していただきました。 

ネット社会の危険性や危険にあわないための

方法（フィルタリング）など、全校生徒と保護者

の皆さんが真剣に話を聞いていました。 

 

8月 2日(火)上町にある通いの場「おぢゃのんで

家（げ）」にて、尾花沢子供舞踊さ～くる（代表 加

藤朋子さん（荻袋））が踊りを披露しました。披露

したのは小学生から大学生までのメンバー8名で、

練習してきた演目 6曲を発表。通所者のみなさんか

らはおひねりがあがり「めんこいなあ～」「じょうず

だなあ～」「まだきてけろな！」といった感想が聞か

れ、子供たちの美しくしなやかな踊りに目を細めて

いました。 

 

名木沢地区会 

西原花いっぱいの会 野黒沢元気くらぶ 

福原中学校親子研修会 

 

7月 28日（木）福原中学校体育館で東北中学校

体育大会の壮行式が行われました。一人ひとりが

決意を表明し、応援団からは力強いエールがあり

ました。 

福原地区内に色とりどりの 
いろんな花が咲いています。 

とっても綺麗です‼ 

優勝 東海林寛さん（南沢）おめでとうございます！ 

羅生門 
 

花影 
 

春宴の舞 紅花摘み唄 
  

花笠踊り  

告知 


