
 

日 時：12 月 20日（火） 

       午前 10 時～11 時 30分 

   「ボールやタオルを使った 

自宅でできる簡単体操」 

   申込締切： 12月 13 日（火） 

 

福中統合福原地区説明会 

 

  
          

 

 
  

      
  
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4年 12月 1日 

TEL･FAX 25-2798 

 

 

 

12月 11 日（日） 

【開演】午後 1時 30分（90分） 

 

歴史保存会・貴重な文化財を見学！ 

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

男女共同参画推進事業講演会 

場 所： 福原地区公民館 

対象者： 65歳以上の方 

参加費： 無料 

＊次回（1/17）は「なつかしいね！ 

そろばん教室」です。 

 

芦沢地区住民安否確認訓練 

 

いきいき元気教室 
参加者募集 

 

<<福原地区ふれあい作品展開催中>>   

10月 28日（金）野黒沢元気くらぶの皆さん（7人）

が、福原中学校そばの花壇に黄・紫等のパンジーの花

を植えました。可愛い花は、道ゆく生徒や地区民を和

ませてくれます。花植えに協力していただいた皆さ

んありがとうございます。 

 

12月 3日（土） 

① 10：00～ 

② １１：00～ 

 

福原ふるさと歴史保存会では、10月 28日（金）芭

蕉、清風歴史資料館の「開館 40周年記念収蔵品展」

にて研修会を行いました。参加した会員 10名は、大

類文化財専門員から同館で収集や寄贈・寄託された

資料等の説明を受けながら、市指定有形文化財「紙本

絵馬」、明治期の「麓町全図」、昭和初期の「徳良湖の

耕地整備図」などの貴重な文化財を見学しました。大

変有意義な研修となりました。 

第
三
回 

楽しかったね‼ビーンボウリング大会 

≪結果報告≫ 

11月 30日（水）～12月 4日（日）9：00～17：00 

会場：福原地区公民館 ※最終日のみ 15：00まで 

地区の皆さんの自信作、保育園・小中学校の皆さんの 

作品等たくさん展示しています。 

期間中毎日お楽しみ抽選会も行っていますので、 

ぜひご家族皆さんで見にいらしてください。 

。 

 10 月 23 日（日）尾花沢市総合防災訓練が実施さ

れ、芦沢地区では住民安否確認訓練が行われまし

た。訓練開始後、住民は異常なしの合図として各家

庭の玄関前等の見やすいところに「黄色のタオル」

を掲示、自主防災会役員が安否掲示の状況を確認

し、芦沢公民館で集計後、市訓練本部へ報告。今回

の訓練で、各家庭での防災や非難行動の確認、地区

での防災意識が高まったのではないでしょうか。 

 

芦沢自主防災安否確認訓練が行われました。 

野黒沢元気くらぶ秋の花植え 

地区公民館にもパンジーの花をいただきました。ありがとうございました。 

スワッグ作り 
ワークショップ 

黒板アート LIVE！ 

12月 3日（土） 

10：00～12：00 

阿部 勤さん（南沢）がその場
で黒板アートを制作します。
今回はリクエストも OK！ 

各回先着 10名限定 参加費：500円 

講師：横澤 孝博 氏（矢越） 

マイナンバーカード 
申請サポート 

12月 2日（金） 

13：30～15：30 

予約なしでもOK 

※運転免許証等お持ちください 

この 

機会に 

ぜひ！ 

11 月 10 日（木）福原中学校の令和 8 年度統合に係る福原地区説明会が福

原中学校体育館で開催され、市教育委員会から 8 年度統合に向けた推進計画

等の説明がありました。地区民や保護者からは「なぜ 9 年度ではなく 8 年度

なのか」といった質問や「小学校からの統合に向けた交流活動をして欲しい」

等の意見が出ました。最後に市教育委員から統合への理解と協力のお願いが

ありました。 

 

★ふくはらブックON★ 
12月 3日(土)14：00～16：00 

福小 5年生が本の交換会を開催し
ます。ぜひ本をご持参ください！ 
※在庫がなくなり次第終了となります 

ドライフラワーを使って 
花束のような壁飾りを作ります! 

優勝 佐藤 茂樹さん（名木沢） 

2位 佐藤 正光さん（芦沢駅前） 

3位 伊藤 三男さん（芦沢） 

 11月 18日（金）名木沢生涯スポーツ交流センターでビーンボウリ

ング大会が行われました。朝は氷点下と寒い日でしたが、会場は 52

人の参加者でにぎわいました。ゲームのルールと説明を聞いた後、3

レーン使用でゲーム開始！参加者の皆さんは和気あいあいと楽しく

ゲームに集中しているようでした。楽しい時間でしたね‼ 

 

今月はダーツ大会です 

参加してね！待ってます❣ 

おめでとうございます！ 

入場無料 

『私生活の充実が仕事能力を高める』 

～仕事と家庭、両立の秘訣おしえます～ 

講師：安藤 哲也（NPO法人ファザーリング・ジャパン 

                ファウンザー/代表理事） 

 

 

右記 QRコード 

もしくは、中央公民館までご連絡ください。 

【申込み期日】12月 8 日（木） 

 
Google 
フォーム 



名木沢グラウンドゴルフ 
愛好会の定例会 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

   

 

R4.11.1現在   （前月比） 
男 性：1,539人 （－ 13） 
女 性：1,493人 （－  4） 
合 計：3,032人 （－ 17） 
世帯数：1,084戸 （－  2） 
 
 
  

 

11月 30日（水）～12月 4日（日）福原地区ふれあい作品展 

12月 8日（木）福原地区ダーツ大会 

12月 9日（金）福小ふるさと学習マイ土器お茶会 

12月 11日 (日) 男女共同参画推進事業講演会 

12月 20日 (火) いきいき元気教室（運動） 

12月 29日 (水）年末年始休み（1月 3日まで） 

 

 

2929 

 

行事予定 

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。 

クリスマス＆正月飾り教室 

11月 2日（水）丹生漁業協同組合の採捕場（大石田町豊田）で、福原小 4年

生 18 人と尾花沢小 3 年生 52 人の児童が、ふるさと学習として鮭の遡上や採

卵・受精の様子を見学しました。漁協の尾崎組合長さんと芳賀理事さんから紙

芝居で鮭の歴史や生態を教えていただき、ふ化事業の説明の後、捕獲した鮭を

触ったり、雄と雌の違いを教えてもらったりと貴重な体験ができました。、福原

小の児童は、荻袋公民館で鮭の学習発表会を行い、その詳しい内容に、荻袋地

区の皆さんが感心していました。その後、鮭の命に感謝しながら地区の皆さん

が作ってくれた鮭汁をおいしくいただきました。ご協力いただいた漁協、荻袋

地区の皆さん大変ありがとうございました。 

 11 月 5 日（土）名木沢グラウンドゴルフ愛好会

（会長 山寺信秋さん）の今年度 3回目の定例会が、

名木沢生涯スポーツ交流センターのグラウンドで行

われました。参加者はみな和気あいあいとプレーし、

日頃の練習の成果でレベルの高い大会でした。会員

は 60代から 90代の 13名で、同センターで毎週火・

木の午後 2 回練習しています。これからも健康づく

りと親睦のために活動していく予定で、随時会員募

集中です。 

 

福小・ゲートボール体験 

11月 11日（金）福原小 6年生 19名が県ゲートボール協

会理事長後藤雅司さんの指導を受け、ゲートボールを体験

しました。同協会 5 名の方に協力をいただき、スティック

を手にボールを打つ練習、そしてゲートを通す練習をしま

した。ゲートを通すのがとても難しかったようです。通せ

た時には周りから「やったね！」と拍手があり、とても嬉

しそうでした。1ゲートから 2・3ゲートそしてゴールまで

何度も何度も一生懸命真剣に取り組み、「難しかったけど楽

しかった！」と笑顔を見せてくれました。是非、またチャ

レンジしてみて下さいね。 

 

いきいき元気教室 

栄養・簡単調理実習 

公民館だより 
カラー版も 
見てください。 

11 月 8 日（火）いきいき元気教室が行われま

した。第 1回目は栄養・簡単調理実習ということ

で、管理栄養士の柿﨑明美さんに食についての話

をお聞きした後に食材をポリ袋に入れて、加熱調

理をする「パッククッキングでホワイトシチュ

ー」を作りました。湯煎で約 20 分でシチューの

出来上がりです。食は命！いつまでも美味しく楽

しい食事ができて、元気で長生きできるよう毎日

心がけて生活しましょう。 

 

芦沢駅・自転車小屋解体 

鮭がかえる街・荻袋 
11 月 17 日（木）福原地区公民館で髙橋美智子さん

（寺内）指導のもと、クリスマスリースと正月飾りの教

室が行われました。同時に二つの教室ということで、時

間内に終わるのかが心配されましたが、皆さんの手際

の良さでスムーズに素晴らしい作品が出来上がりまし

た。開催中の作品展でぜひ御覧ください。 

 

 

10月 18日（火）福原小学校の「しいたけ収穫際」で、2年生（10

人）と 3年生（14人）がしいたけを収穫しました。毎年、名木沢生

産森林組合から管理等の協力いただき、3月に児童がほだ木に植菌。

同組合の國分組合長さんから収穫の仕方を教わった後、収穫。ニョ

キニョキと生えている大きなしいたけにビックリ。「大きなしいたけ

が採れてうれしい」などの声が上がっていました。 

 

福小・しいたけ収穫祭 

11月 13日（日）福原地区高校生等を持つ親の会の

約 30名の保護者が、JR芦沢駅の駅舎清掃や駅前自転

車小屋の解体作業を行いました。 

同会では、奉仕活動として駅前自転車小屋の整備や

駅舎の清掃活動、5 月から 10 月の芦沢駅・北大石田

駅でのあいさつ運動を行っています。 

朝早く、寒い中での作業ありがとうございました。 

お疲れ様でした。 

尾花沢市老人クラブ連合会  ≪大会結果≫ おめでとうございます！ 

3位 本 間 知枝子さん（野黒沢元気くらぶ） 

4位 仲 原 静 子さん（芦沢老友会） 

6位 東海林 タケ子さん（野黒沢元気くらぶ） 

 11月 16日（水）市老人クラブ連合会女性 
わなげ大会がサルナートで行われました。 

大会結果は右記の通りです。 

  

ふるさと塾 
青少年健全育成優良団体表彰 

 

 11月 20日（日）尾花沢市青少年健全育成市民集会が

サルナート・コンベンションホールで開催され、青少年

健全育成優良団体等の表彰がありました。福原地区から

は福原ふるさと塾が受賞されました。 

ふるさと塾は地域おこしを目的に田んぼアート事業

等のボランティア活動を実施することで、地域愛を育

み、子どもたちの地域活性化への創意工夫や世代間交

流、共同体験を通じ、青少年健全育成に大きく貢献され

ました。その功績をたたえられ受賞されました。 

おめでとうございます。 

 


