
 

 

 

12月 3日(土) 

福原小の 5 年生が地域づくり学習の一環とし

て本の交換会を行いました。元気な声が響く

中、絵本やマンガ本、子供たち手作りのキーホ

ルダーなどが次々と交換されていました。 

 

 

  
          

 

 
  

       
  
 
  
 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5年 1月 1日 

TEL･FAX 25-2798 

 

 

 

スワッグ作りワークショップ 

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

福原地区 ふれあい作品展 

マンドゥバッグ作り教室 

韓国で大流行！ 

極太毛糸でふわもこバッグを作ります。 

むずかしいスキルはいらないので、お気

軽にお申し込みください＼(^o^)／ 

 

おとなりの国「韓国」の文化や日常生活に、ちょこっと触れて

みませんか？簡単な韓国語やオンマ(お母さん)の料理など、普段

着の韓国をいろいろ教えていただきます。楽しくわかりやすい内

容ですのでぜひお気軽にお申し込み下さい！ 

 

 

新年あけましておめでとうございます。 

皆様におかれましては輝かしい新年をお迎えの事とお慶び申し上げます。 

昨年開催されました地域づくり座談会では多数の意見が出されました。 

これを参考により良い福原づくりに頑張りたいと思います。 

本年も皆様方の協力を得ながら振興会事業を推し進めさせていただきます。 

よろしくお願い申し上げます。 

                 福原地区振興会会長 佐藤 茂樹 

 
黒板アート LIVE！ 

○参○加○者○募○集○！  
 

福原ブック ON 

日 時 ① 1月 27日(金) 

② 2月 8日(水) 

両日とも午前 10時～正午 

            ※都合の良い日をお選びください 

場 所 サルナート研修室 

参 加 費 1,500円(材料代) 

申込締切 1月 16日(月) 

講 師 菅野 静香さん(寺内) 

そ の 他 ※両日ともに先着 15名限定です 

※毛糸は好きな色を選べます 

※持ち物は何もいりません 

 
 

あけましておめでとうございます 

簡単韓国おしゃべりカフェ 

アンニョンハセヨ！  

韓国の慶山(キョンサン)市出身の

キム・ギョンハです！ 

 

12月 3日(土) 

講師の横澤孝博さん（矢越）にコツを教えていた

だきながら、様々なドライフラワーで花束を作り、

おしゃれな壁掛け飾りを作りました。 

 

作品展を開催するにあたり 加藤区長（荻袋 1）・矢作区長（荻袋 2）・

溝越区長（西原 2）・大内区長（野黒沢 2）・佐藤区長（名木沢 1）・大類

区長（芦沢 1）から展示ボードの搬入、搬出、設置のご協力をいただき

ました。ありがとうございました。 

 

 

新年おめでとうございます。福原地区の皆様には、輝かしい年をお迎えの事とお喜び 

申し上げます。 

コロナ禍の中、活動の制限が続いておりますが、昨年は地域座談会「しゃべっべ福原 

2022」を開くことが出来、地域の課題やそれらに対する解決案等について、多くの方々 

からすばらしい考え方をお聞きすることが出来ました。 

今後も、福原地区の課題を一つづつ解決しながら、元気な福原づくりを推進していき 

たいと考えておりますので、地区民各位のアイデアをどしどし提供いただくことをお願 

いします。 

「人口減少、少子高齢化」の現実を受け止め、確実に前への歩みを進めるため、重ね 

て地区民皆様へご協力のお願いを申し上げ、あわせて皆様にとってすばらしい一年であ 

ることをご祈念し、挨拶とします。 

福原地区区長会会長 加藤 静雄 

日 時 1月 24日（火）午前 10時～11時 30分 

場 所 福原地区公民館（野黒沢 255番地） 

参 加 費 無料 

申込締切 1月 16日(月) 

講 師  山形県国際交流員 キム・ギョンハさん 

定 員  15名 

そ の 他  ※持ち物は何もいりません 

 

 

 

福原地区公民館でふれあい作品展が 11 月 30 日（水）から 12 月 4 日（日）まで開催されました。よつば

保育園や福原小中学校、地区の皆さんの素晴らしい作品が展示され、地区内外から約 400名の方が来館され

ました。作品を見た方々は、「福原には色々な作品を作っている人がいて素晴らしいね。」「素敵な作品がたく

さんあるね～。」と感心していました。作品を出展していただいた皆さん、ご来館いただいた皆さんありがと

うございます。 

12月 3日(土) 

南沢の阿部勤さんを招き、黒板アートを生で制

作していただきました。色とりどりのチョーク

を使い、あっという間に素晴らしい絵が完成し

ました。 

 

 

なんだてきれいだごど～ 

どがいして描いっだんだや～？ 

 

 

 

いらっしゃいませ～！ チケットどうぞ 

 

 

尾花沢/福原/宮沢/玉野/常盤 5地区合同開催事業 

 

中央公民館事業 

 



日 時：1 月 17 日（火） 
       午前 10 時～11 時 30分 
   「なつかしいね！そろばん教室」 
   申込締切： 1 月 10日（火） 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

R4.12.1現在   （前月比） 
男 性：1,536人 （－ 3） 
女 性：1,491人 （－ 2） 
合 計：3,027人 （－ 5） 
世帯数：1,082戸 （－ 2） 
 
 
  

 

1月 19日（木）福原の教育を語る会推進委員会 

1月 24日（火）簡単韓国おしゃべりカフェ 

1月 27日（金）マンドゥバッグ作り教室 

1月 30日 (月) ふくはらＧＡＫＵＴＯ雪遊び 

 

 

                                       

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。 

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（2/7）は「音楽講座」です。 

 

新年のあいさつ 
  あけましておめでとうございます。 

本年も宜しくお願い致します。 

12/29（木）～1/3（火）まで年末年始休業です。 

             福原地区公民館 

福原小学校 6年生 マイ土器でお茶会 

 12 月 9 日(金)福原小学校で上ノ畑焼き陶芸家の伊藤瓢堂先

生を招き、6 年生のみなさんが心を込めて作った茶碗を使って

お茶会が行われました。春の粘土採取、茶碗作りから始まり、

夏の火おこし、グラウンドでの野焼き。そしていよいよ今回で

きあがったマイ茶碗で、お茶をたてていただきました。「ちょっ

と苦いけど思ったよりおいしい」「おかわりほしい！」「お菓子

が甘くておいしかった」など様々な感想が飛び出し、世界にひ

とつの器で味わう特別なお茶を楽しんでいました。 

 

公民館だより 
カラー版も 
見てください。 

いきいき元気教室 

 ふくはらＧＡＫＵＴＯ 
チヂミづくり体験 

 
 

第
四
回 

ダーツ大会 

≪結果報告≫ 

福原地区の高齢者一人世帯へ、ケーキの配達が行われました。例年は食

生活改善推進協議会のみなさんによる手作り弁当を配達していましたが、

コロナ禍の中、安心・安全を最優先に考えて弁当配達は今年も中止となり

ましたが、高齢者のみなさんに少しでも喜んでもらおうと、代わりにケー

キを準備し、民生委員の方々に配達していただきました。ケーキには福原

中学校の生徒たちによる心のこもったメッセージカードも添えられ、受け

とった方は「毎年ありがたいちゃ～学校生徒のメッセージも楽しみにしっ

たっけ」と大変喜んでいらっしゃいました。ご協力いただいた民生委員の

みなさん、福原中学校のみなさん、ありがとうございました。 

 

 

 

次回のいきいき元気教室 
 

高齢者一人世帯へケーキ配達 

 

優勝 笹原 清治さん（野黒沢） 
2位 伊藤 三男さん（芦沢） 

3位 戸津 成子さん（荻袋） 

 12月 8日（木）名木沢生涯スポーツ交流センター

でダーツ大会を行いました。はじめにダーツのルー

ルについて説明を聞き、51名の参加者でゲームスタ

ートしました。的にじょうずに当てられる人、なか

なか当たらない人、やっと当てたかと思うと 0点だ

ったりと大笑いをして盛り上がり、とても楽しいひ

とときを過ごしました。 

 

≪歯・お口まわりの健康≫ 

 

  

≪自宅でできる簡単体操≫ 

2/24は輪投げ大会です。皆さん参加してくださいね！ 

おめでとうございます！ 

12月 20日（火）同公民館で理学療法士・三瀧

英樹さんの「いきいき元気教室」が行われました。

ボールやタオルを使っての簡単な体操を教わり、

「今日、参加して良かったな！」「家でもやって

みっかな！」などの感想が出ていました。とても

充実した時間でしたね！お疲れ様でした。 

11月 29日（火）福原地区公民館でいきいき元

気教室「歯・お口まわりの健康について」が行わ

れました。歯科衛生士・佐藤裕子さんからは、毎

日を健やかに過ごすため、口の中を大切にこまめ

に手入れをする習慣をつけることを勧められまし

た。いつまでもお口の健康を保ちましょう！ 

 

日本ダーツ協会のホームページに福原地域振興会ダーツ大会の 

記事が紹介されました‼こちらのＱＲコードからご覧ください。 

 

 ご存知ですか？史跡「羽州街道並木松と石仏」（荻袋） 

羽州街道並木松の一部が荻袋の榎本幸一郎宅に遺存しています。幹回

り 2ｍ、樹高約 17ｍの赤松で、松の根元に「湯殿山」（高さ 78 ㎝・幅 38

㎝）と「象頭山」（高さ 88 ㎝・幅 44 ㎝）の 2 基の石仏があります。「象

頭山」には「文化十年（1813）癸酉四月十日」とあり、209年前のもので、

赤松が植樹されたころの建立と考えられます。 

尾花沢市では、羽州街道に関わる貴重な遺構として赤松と 2 基の石仏

がセットで令和 4年 1月 27日有形文化財の史跡として指定されました。 

            「市教育委員会」より 

根本にある石仏 

榎本家の並木赤松 

 

  

 

 12 月 4 日(日)福原地区公民館にて菅野静香さん

（寺内）を講師に招き、ふくはらＧＡＫＵＴＯ『チ

ヂミづくり体験』が親子 8 組 16 名参加で行われま

した。チヂミは、材料を入れたボールを泡だて器で

よーく混ぜてから、多めの油をひいたフライパンで

カリッと焼きあげます。途中ひっくり返すときは

「あっ！失敗した！」「お店みたいに上手にできた

ね」などの感想がとび出し、思い思いのチヂミを楽

しみながら作りました。簡単にできて野菜もたくさ

んとれる韓国のお好み焼きチヂミ。おうちでもぜひ

チャレンジしてみてくださいね。 

初めてケーキいただきました  


