
開催期間：11 月 30日（水）～12月 4日（日） 

展示場所：福原地区公民館 
        

 

9月 9日（金）福原ふるさと歴史保存会主催に
よる、「羽州街道てくてくウォーキングツアー」
が開催されました。 
 今年は、バスで福原地区内の「榎本家の並木赤
松」、「織部坂」等の羽州街道に関係する史跡見学
後、猿羽根山地蔵尊から羽州街道を尾花沢方面
に向かい、途中の「羽州街道古道」標柱設置場所
で引き返す約 2kmの古道を散策しました。 
市の文化財専門員の大類誠氏から話を聞きな

がら、芭蕉や秋田の殿様が通った古道を歩き、歴

史を感じながらさわやかな汗をかきました。 

 

 

  
          

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 回 

ファミリーキャンプ in 毒沢 
 

村おこしイベントとして毒沢のグランドをキャンプ

場として開放します！キャンパーさん同士で楽しい

時間を過ごしませんか(^-^) 
 

日 時：10月 22日（土）～23日（日） 

チェックイン 22日 am10:00 アウト 23日 am10:00 

場 所：毒沢グランド 

参加費：１家族 1,000円（日帰り宿泊一律） 

その他：○先着 10組まで ○少雨決行 

   ○日帰り、宿泊どちらでも OK 

○トイレ・飲用外水・食器用洗剤完備 

○環境衛生センター見学会もあります 
 

申込・問合：毒沢むらおこし実行委員会 

メール dokusawa.muraokoshi@gmail.com 

もしくは instagram（dokusawa_mura）へ DM下さい 

※詳細情報は随時 instagramにアップしていきます！ 

 

 

 

 

 

毒沢グランド地図    メール      Instagram 

令和 4年 10月 1日 

TEL･FAX 25-2798 

 

 

 

9月 1日（金）福原地区公民館で「高齢者交通

安全教室」がおこなわれました。安全歩行のシ

ュミレーションはなかなか思うようにいかない

ようでしたが、交通安全のビデオを見たり、特

殊詐欺・被害防止書道コンクールに出品する習

字を書いたり、楽しい時間を過ごしました。日

も短くなり、夕暮れが早くなっています。道路

横断は十分注意してください。また、夜間の外

出は夜行反射材を身に着けるよう、みなさんも

交通安全に心がけましょう。 

 

 

老人クラブグラウンドゴルフ大会 

作品募集‼

≪結果報告≫ 
優勝 戸津 甲一さん（荻袋） 
2 位 渡辺 武さん（寺内） 

3 位 佐藤 正光さん（芦沢駅前） 

4 位 溝越 久雄さん（寺内） 

5 位 渡辺 優さん（寺内） 

 

8 月 30 日（金）徳良湖花笠グラウンドゴルフ場で福原地区老人クラブ連合会のグラウンドゴル

フ大会が行われました。雨の心配もありましたが、皆さんの日頃のおこないが良いせいか、少しの

雨はあったものの楽しく競技を行うことが出来ました。皆さん和気あいあいと真剣に行っていたの

で、「おしいな～」「もうちょっと！」「頑張れ！」と思わず応援していました。楽しかったですね！ 

大変お疲れ様でした。 

高齢者交通安全教室 

日 時： 10月 14 日（金） 

     受付 午前 8時 30 分～ 

場 所： 徳良湖グラウンドゴルフ場 

参加費： 300 円 

申込締切：  10月 7日（金） 

尚、雨天時は 10 月 18日（火） 

に行います。  

 

羽州街道てくてく 
ウォーキングツアー 地域づくり座談会参加者 

募集 

グラウンドゴルフ大会募集 

<<ふれあい作品展>>   

スティックを持っていない方でも大丈夫です。 

どなたでも参加できます。たくさんの参加お待ち

しております。一緒に楽しみましょう‼ 

 

〇日 時：10 月 27日（木） 

午後 6 時 30分～ 

〇場 所：名木沢生涯スポーツ 
   交流センター 

〇申込締切：10月 17日（金） 

 

福原小中合同行事  秋の資源回収のお知らせ 
≪日 時≫ 10月 8日（土）午前 6時～ 

※当日、朝 6時までに道路から見える所に出しておいて下さい。 

ご協力をよろしくお願いいたします。 
 

 

・自分の集落が元気になるにはどうしたらいい？ 

・今後もこの地で楽しく暮らしていくには？ 

などなど・・・ 

いろんなことを気軽に話してみませんか？ 

ご近所お誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。

お待ちしております。 

みなさまのすてきな作品を、お待ちしております。 

mailto:dokusawa.muraokoshi@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

たより 用 

R4.9.1 現在    （前月比） 
男 性：1,554人 （－ 3） 
女 性：1,499人 （＋ 1） 
合 計：3,053人 （－ 2） 
世帯数：1,084戸 （－ 1） 
 
 
  

 

10月 5日（水） 福原小中学校さわやかあいさつ運動 

10月 8日（土） 福原小中秋の資源回収 

10月 14日（金） 福原地域振興会グラウンドゴルフ大会 

10月 27日（木） 地域づくり座談会 

 

niti 

2929 

 

                                       

行事予定 

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。 

マイ土器 野焼き 質問！そばガールズ 

田んぼアート草取り 

地域おこし講座 

豆あげだがわぁ～  

 

9月 9日(金)西原公民館にて健康教室が行われ

ました。この教室は県立保健医療大学と社会福祉

協議会の協力のもと西原地区親睦会主催で行わ

れたもので、地域全体のかかしの取組みを写真パ

ネルやＤＶＤにて紹介、また童謡に合わせて歌い

ながら健康体操を楽しみました。体操のあとは看

護学生 7名との交流タイム。約 30名の参加者は、

お孫さんほどの年齢の学生さんと笑顔で話に花

を咲かせていました。楽しい時間を過ごして、心

も体も健康チャージした西原のみなさんでした。 

 

9 月 7 日(金)福原小学校 6 年生がそばガールズ

(北村山高校家庭科部)のみなさんとオンライン

質問会を行いました。これはふるさと学習の一環

として市の特産品等を調べる中で実現したもの

で、尾花沢そばのＰＲ活動をしているそばガール

ズに、その内容をくわしく教えてもらおうという

ものです。司会進行はすべて子供たちが行い、「ど

んな思いで活動しているの？」といった質問に、

「まだまだそばのことを知らない人がたくさん

いるし、そばをもっと好きになってほしい」とそ

ばガールズの皆さんが丁寧に答えていました。 

 

名木沢地区では中秋の名月の日に子供たちが近

所の家々を練り歩き、豆、芋、お菓子等をもらって

歩く伝統行事が行われます。今年は 9 月 10 日(土)

満月の夜、大きな袋を持った子供たちが「ま～めあ

～げだ～がわ～！」と元気よく家々を回って歩き、

地区の方々は「あげっだよ～」と豆やお菓子を手渡

していました。毎年この日になると名木沢の各家庭

では子供たちが来るのを心待ちにして秋の草花や

豆、お菓子を準備しているとのこと。日中の運動会

の疲れもなんのその！たくさんのお菓子をもらっ

てニコニコの子供たちでした。 

 

8月 30日（火）福原小学校で講師・山口清孝さん（地域づく
り専門員）による地域おこし講座が行われました。『地域おこ
し』って何？どうして『地域おこし』が必要なの？から始まり
各地区の取り組んできた事業や取り組んでいく事業を学びま
した。「各地域によるいろいろな事業が環境を良くし地域を楽
しませることのできる『地域おこし』を福原でやってみたい‼」
といった言葉があり、たのもしいですね！楽しみです。 

9月 7日（水）西原公民館で西原かかしの授業が行わ
れました。花いっぱいの会会長の溝越正廣さんと事務局
の渡辺修さんから「かかし」を作ることになった経緯と、
かかしを作ることで地域が明るくなった、猿・熊が来な
くなった、地域のひととの会話が増えたなどの良かった
ことを知りました。そして今年度は 106体のかかしがで
きていることやかかしを作った方のほとんどが高齢者
であることに驚いていました。「かかしの事をいっぱい
聞けて良かった」「地域おこしの勉強になった」とかか
しの写真をみて盛り上がりました。 

 

            福原小学校 5年生  ふるさと学習 

西原かかしの授業 

8 月 25 日、名木沢にて田んぼアートの草とり作業が行
われました。あいにくの雨模様となりましたが、元気いっ
ぱいの 5 年生 14 名が参加しました。ふるさと塾 矢作清
次郎さんの指導をうけ次々に草とりをし、あっという間
に終了。「草とったど～！」「なかなか抜けない…」「田ん
ぼが少しでもきれいになってよかった」などと様々な感
想が飛び交っていました。みんなで一生懸命手入れした
田んぼアートは、そろそろ見頃を終える時期。収穫が楽し
みですね。 
 

健康教室（お茶のみサロン） 

出前講座 100歳体操 

公民館だより 
カラー版も 
見てくだい。 

9 月 13 日(火)芦沢公民館でいきいき 100 歳体

操の体験出前講座が行われ、芦沢老友会メンバー

20 名が参加しました。教えてくれるのは社会福

祉協議会生活支援コーディネーターの菅藤さん。

尾花沢で元気に暮らしていくには、といったお話

のあと、参加者それぞれに合った重りを腕や足に

巻いて、ビデオを見ながら体操を体験していまし

た。気心の知れた仲間同士、「見ろ！こがい足上

がっぞ！」「かいずの重り意外と重だいちゃ～」

など、和気あいあいとした雰囲気の中でみなさん

楽しんでいました。 

 

8月 26日(金)福原小学校 6年生が伊藤瓢堂先生

と矢作清次郎さん(荻袋)の指導のもと、6 月に制

作した土器の野焼きを行いました。火起こし器で

火種を作ることから始めた子供たち。なかなか火

が付かず苦戦したことで火を自由に使える便利さ

を実感したようです。その後みんなで協力して焼

いた器は大きな割れもなく、とてもきれいに仕上

がりました。今後のお茶会で使うのが楽しみです

ね。 

 


