
 

日 時：2 月 7日（火） 

       午前 10 時～11 時 30分 

       「若返り！音楽講座」 

   申込締切 :1 月 31日（火） 

 

 

1 月 24 日(火)福原地区公民館にて、山形県国際交流

員のキム・ギョンハさんを講師に迎え、「簡単韓国おし

ゃべりカフェ」が 14名の参加者で行われました。 

韓国の食事マナーとして「器を手に持たず食卓に置い

たまま食べる」「ビビンバのようにごはんと具を混ぜて

食べる」など、日本の食文化との違いや日常生活の違い

を和気あいあいと学び、最後に自分の名前や趣味などを

ハングル文字で書いて発表しました。先生への質問もど

んどん出て、終わったあとは「あ～韓国さ行ぎだいや～」

と思いをはせながら、それぞれ好きな韓国の俳優さんや

ドラマの話題で盛り上がり、学生に戻ったような女子ト

ークに花を咲かせていました。 

 

田んぼアートで表彰 
 

  
          

 

   

       
  
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

    

 

 

令和 5年 2月 1日 

TEL･FAX 25-2798 

 

 

 

場 所：福原地区公民館 

対象者：65 歳以上の方 

参加費：無料 

講 師：戸津 智子先生（荻袋） 

 

イルミネーション 
是非見てください‼ 

 

 
 

第
五
回 

ボッチャ大会 

次回のいきいき元気教室 
 

≪なつかしいね！そろばん教室≫ 
 

おめでとうございます！ 

日  時  令和 5年 2月 24日（金） 

 午前 9時 30分～(受付) 

場  所  名木沢生涯スポーツ交流センター 

申込締切  2月 17日(金) 

韓国の文化にちょこっと触れた 簡単韓国おしゃべりカフェ 

 

ふれあい作品展スタンプラリーを 

開催しています。 

福原地区のみなさん 

ぜひ足を運んでみてください。 

 

 

輪投げ大会 

3地区でイルミネーションが開催されます❣ 

≪名木沢地区≫ 

  点灯期間  
      (午後 5時～午後 9 時)  

場  所  

≪西 原地区≫  

点灯期間  
      (午後 5時～午後 9 時) 

場  所  

≪毒 沢地区≫ 

 点灯期間  

      (午後 5時～午後 8 時) 

場  所  

 

   

2 月 19日（日）～2月 25 日（土）

（日） 
名木沢生涯スポーツ交流センター 

2 月 19日（日）～2月 26 日（日）

（日） 

（日） 西原公民館 

2 月 25日（土）～2月 26 日（日）

（日） 
毒沢バス停付近 

西原地区 

毒沢地区 

福原ふるさと塾（代表：菅野誠治さん）が、令

和 4 年 12 月 22 日、尾花沢警察署から同署広報

キャラクターの「振子万造」をモチーフとして田

んぼアートを作成し、特殊詐欺被害防止活動に貢

献された功績により感謝状を受賞いたしました。

おめでとうございます。 

 

日  時  令和 5年 3月 8日（水） 

 午前 9時 30分～(受付) 

場  所  名木沢生涯スポーツ交流センター 

申込締切  3月 1日(水) 

 

参加者 

日時： 2月 24日（金）～26日（日） 

    午前 9時～午後 5時まで 

    最終日は午後 3時まで 

場所：宮沢地区公民館 

宮沢地区ふれあい作品展 

名木沢地区 

 みなさんのご来場お待ちしております！ 

1月 17日（火）福原地区公民館でいきいき元気教

室「なつかしいね！そろばん教室」が行われ、そろ

ばん塾長の古瀬貞子先生からそろばんの使い方・計

算の仕方を教わりました。たし算・ひき算・かけ算・

わり算とそろばんを使っての計算にチャレンジす

ると、「何十年ぶりに触ったや～」「なづがしちゃ～」

「そろばん、やっぱすごいちゃ!」と感想がとび出し

ていました。 

指と頭をつかうそろばんを習慣化し、脳の活性化を

心がけ、いつまでも元気でいましょうね‼ 

おもしろ歴史トーク（芭蕉と清風） 

 
日 時：2月 25日（土） 

午後 1時 30分～3時 

定 員：25名 

内 容：鈴木清風とは、どんな人物だったのか？ 

この度出版した「出羽の芭蕉」を中心に 

豪商、俳人から人物像をトークします。 

講 師：佐藤 良彦さん 

申 込：2月 17日（金）まで,電話予約制 

          （宮沢地区公民館☎22-0433） 

※「出羽の芭蕉」の本をお持ちの方はご持参ください。 

          

 

※老人クラブの方は、各クラブの会長がとりまとめます。 
会員でない方は、公民館（25-2798）へ直接お申込みください。 

写真は昨年度のものです 

健康づくりのため参加しませんか！ 

尾花沢/福原/宮沢/玉野/常盤 5 地区合同開

催事業 



 よつば保育園・だんごさし 

  マイナンバーカードの申請 
  とマイナポイントの申込は  

  お早めに！ 
どんづき搗き 

 

   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

    

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

R5.1.1 現在   （前月比） 
男 性：1,530人 （－ 6） 
女 性：1,490人 （－ 1） 
合 計：3,020人 （－ 7） 
世帯数：1,079戸 （－ 3） 
 
 
  

 

2月  7日（火）いきいき元気教室 「若返り！音楽講座」 

2月  8日（水）マンドゥバッグ作り教室 

2月 24日（金）輪投げ大会 

2月 25・26日（土・日）尾花沢雪まつり・徳良湖 WINTER JAM 

2月 26日（日）花笠ラングラウフ大会 

 

 

                                       

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。 

公民館だより 
カラー版も 
見てください。 

 

マイナンバーカードがあると なんと便利だよ！ 

12月 24日（土）芦沢地区で 140年以上続く

「どんづき搗き」が行われました。 

この日は芦沢の種林寺境内にある延命地蔵

菩薩の縁日。本来、本堂の別当役は小学校高学

年、どんづき唄を披露しながら地区の一軒一軒

を回る「どんづき搗き」は中学生の役目です。 

しかし、コロナの影響により残念ながら昨年

同様、こどもたちの参加は中止とのことで、育

成会の方が交代で地蔵菩薩へのお参りの立ち

合いを行いました。お参りに訪れる地区の方々

をお地蔵さまはやさしく見守っているようで

した。来年こそは本来の姿でどんづき搗きがで

きることを願っています。 

 

  南沢・和合で山大生が現地視察研修 

 12月 25日（日）山形大学の「山形から考える農山村振興現地視察研修」

が、南沢地区と和合地区、牛房野地区で行われました。同大東北創生研究

所の村松所長と学生 9名が、南沢地区、和合地区内を回りながら、南沢の

東海林志一さんと和合の菅野誠治さんからそれぞれ地区の現状等につい

て説明を受けました。学生たちの地域振興に関するレポートの参考になっ

たようでした。 

 

 

ご存知ですか 

※ 通常 400円ですが コンビニだと半額の 200円で取得できますよ！ 

取得できる証明書 
・住民票の写し 

・住民票記載事項証明書 

・印鑑登録証明書 

・所得課税（非課税） 

・納税証明書 

利用時間 

6：00～23：00 
 
 

必要なもの 
① マイナンバーカード 

② 4桁の暗証番号（マイナンバー

カード交付時に登録した番号） 

③ 交付手数料（1通 200円） 

最大 20,000円分のマイナポイントがもらえるカードの申請期限は 

令和 5年 2月末までです。 

福原郵便局でもマイナンバーカード申請ができます 

令和 5年 3月 31日（金）まで（土・日・祝日を除く） 

※ 簡易郵便局ではできません 

マイナポイントは 

マイナンバーカードが手元に 

届いてからの申請となるため 

郵便局で申請した場合、 
マイナンバーカードの受け取りは 

市役所の窓口になります。 

 

1月 12日（木）によつば保育園さんから、だんご

木をいただきました。園児のみなさんが作ってくれ

た、おだんごや、縁起ものの飾りがついただんご木

が、公民館に飾られています。来館されたみなさん

は季節の風物詩を感慨深げにながめていました。よ

つば保育園のみなさん、ありがとうございました。 

 

1月 3日付けで  
尾花沢市豪雪対策本部が 

設置されました 
除雪作業や雪下ろしを行う際は、安全に十分

注意してください。      

例年、高齢者がひとりで除雪作業を行い、事故

につながるケースが多発しています。2人以上で

の作業ができないときは、近所や周囲に声をか

けて作業を行い、重大事故を防ぎましょう。 

次世代に継承したい地域の宝 芦沢の伝統行事 

全国大会出場おめでとうございます！ 

南無延命地蔵 

獅子かぶり 

1 月 14 日（土）～16 日（月）にかけて

県中学総体スキー競技大会が行われまし

た。福原中学校から 2名の選手が出場し、

それぞれ素晴らしい結果を収めました。 

おめでとうございます。ふたりとも東

北・全国大会に出場します。頑張ってくだ

さい！なお、全国大会は 2 月 7 日～10 日

に長野県で行われますので、みなさん応援

よろしくお願いいたします！ 

 

 

 

女子 3㌔フリー   優勝  大場 明咲さん(2年生)                

女子 3㌔クラシカル 優勝 大場 明咲さん(2年生) 

 

 

 

≪クロスカントリー≫ 

≪アルペン≫ 

１月 15 日(日) 芦沢地区で厄年の男子が獅

子をかぶり、各家庭をまわり無病息災を祈念す

る「獅子かぶり」が行われました。 

明治期ごろから獅子頭を受け継ぐ坂ノ上家

（大類正幸さん）では茶屋を営んでいて、宿泊

した神楽舞の一座から譲られた獅子頭を地区

の厄除けに使ったのが始まりとのことです。 

今年の獅子頭を持つ担当となった 42 歳の厄

年の方々が、二人一組で地区の各家庭を無言で

訪問し、神棚に礼拝後、家族一人一人の頭をお

祓いしていました。 

 

女子スラローム    6 位 阿部 桃佳さん(3年生) 

1 

2 

3 

坊平高原クロスカントリー競技場 

赤倉温泉スキー場 

2 年連続 2 冠 ❣ 


