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 ９月３日（土）の早朝より、大塚ボランティア

会の第２回奉仕作業（北斗幼稚園周辺環境整

備）を行いました。当日は、大塚ボランティア会

会員、幼稚園職員と保護者、園児の祖父母の

方と総勢約５０名で作業を行いました。主に、ボ

ランティア会会員と園児の祖父の方が草刈り

を、保護者と園児の祖母の方が草を集めて運

ぶ作業を行いました。女性の方は、花壇の草む

しりや整備を行いました。ご協力いただきました

皆さま、誠にありがとうございました。 

 

 
 

 

 ９月４日（日）１０時より、大塚地区敬老祝賀会賀寿伝達式を大塚小学校体育館にて開催いた

しました。今年は、敬老者の皆さんに楽しんでいただくよう３年ぶりに祝宴を行いました。来賓、敬

老者、役員含め約６０名の方が出席なさいました。 

はじめに伝達式を行い、山口副町長並びに加藤セ

ンター長が賀寿者の方々へ記念品を贈呈いたしまし

た。今年の賀寿者の方は、紙面右側をご参照くださ

い。その後、祝宴に移りました。今年は、アトラクション

として２団体（藤柳流美香次社中、豊生会）に踊りや

股旅舞踊をご披露いただきました。皆さん、アトラクシ

ョンや近くの方との歓談を楽しんでおられました。 

ご出席いただきました敬老者の皆さま、誠にありが

とうございました。また、会場準備や後片付けにご協

力賜わりました自治会長、役員の皆さま、お疲れ様で

ございました。 

 

 
 

 ９月９日（金）の早朝より、第２回目の旧幼稚園

草刈りを行いました。今回も生活環境部員を中心

に、７名の方にご協力いただき草を刈りました。３

ヶ月も経つと草丈も伸び、グラウンドいっぱいにな

るくらい生い茂っていました。約１時間の作業で、

すっかり草が刈られ大変きれいになりました。早朝

よりご協力いただき、誠にありがとうございました。 

大変きれいになりました！ 

賀寿者への記念品贈呈 

ご協力ありがとうございました 



 

（全て自治会順）
（敬称略）

No. 自治会名 氏　名 数年 賀寿名

1 荒井 後藤きよ 100 長寿

2 荒井 斉藤とよ 99 白寿

合計 ２名

No. 自治会 氏　名 No. 自治会 氏　名

1 犬川 齊藤　忠 12 岡 関河螢次

2 犬川 保科きくゑ 13 原の前 黒澤オヨシ

3 犬川 保科友子 14 原の前 関川なつ子

4 八幡 片桐きみ 15 原の前 中村恒雄

5 中沖 安部康子 16 蔵久 安部とく

6 桧 小森壽美雄 17 蔵久 生井愛子

7 桧 小森フミ 18 他屋町 皆川きよ

8 桧 保科ちよ子 19 町 大河原拓

9 一里塚 金子雪子 20 東新田 伊藤信雄

10 松森 飯澤よし 21 東新田 皆川貞子

11 新道 渡部久子 22 東他屋 大滝朝子

合計 ２２名

No. 自治会 氏　名 No. 自治会 氏　名

1 犬川 河野　嵩 10 岡 田制啓子

2 犬川 菅井ミヱ子 11 原の前 菅井千寿子

3 犬川 保科マサ子 12 林崎 長澤ヨシ子

4 八幡 金子健二 13 林崎 須貝秋子

5 桧 田制ソノヱ 14 中の他屋 大滝　稔

6 菊田 横山きく 15 西新田 伊藤陽子

7 一里塚 安部祐市 16 西新田 渡部金吾

8 一里塚 那須エミ子 17 東他屋 青木よし子

9 岡 田制政太郎 18 門の目２ 梅津源一

合計 １８名

組 自治会 年齢

75

70

73

73

78

73

72

70

78

75

79

72

合計 ６組１２名

5 西新田
加藤正一

加藤豊子

6 元宿
船山昭司

船山サチ子

3 西新田
相澤藤雄

相澤秀子

4 西新田
伊藤源次

伊藤則子

1 中沖
安部勇一

安部芳子

2 蔵久
梅津新治

梅津のり子

令和４年度　大塚地区敬老会賀寿伝達式　賀寿者名簿

米寿者 （ 88歳 昭和10年生まれ ）

喜寿者 （ 77歳 昭和20年生まれ ）

おしどり金婚さん （結婚して50年のおしどり夫婦）　記念日 昭和47年

氏　名



 

 

 ９月８日（木）の午前１０時より、ボランティア会主催の

第１回いきいきサロンを北方地区（原の前公民館）で開

催しました。今回は、本郷一氏（米沢市在住）とカラオケ

教室の生徒さんをお招きし、カラオケ鑑賞を行いました。

参加者は講師の方を含め、１７名でした。 

 はじめに、本郷氏や生徒さんたちの歌声をお聞きし、

少しずつ会場が盛り上がってきました。その後、ボランテ

ィア会会長の菅井厚氏をはじめ、参加なされた方の中か

ら飛び入りでの歌をお聴きしました。終了後、皆さんで芋

煮会を行いました。久しぶりの会食、それもおいしい芋煮

に皆さんが喜んでおられました。企画運営等にご協力い

ただいた会員の皆さま、ご参加くださった皆さま、誠にあ

りがとうございました。 

 

 

 

 ９月１１日（日）の７時３０分より、大塚地区

の防災訓練を行いました。今回の訓練は、

規模を縮小して無線訓練のみを行いまし

た。災害が発生したことを想定し、長谷川部

会長と各支部長や民生児童委員、河川管

理者との状況等の確認をいたしました。 

 ８月には水害もありました。災害はいつ起

こるか分からないので、地区の皆さんも日頃

から訓練や話し合い、避難場所や経路等の

確認をするようお願いいたします。 

 

 

 

 ９月２２日（木）、大塚小学校と交流センターを会場に、

大塚小学校児童の体験学習が行われました。 

センター２階では茶道教室が行われ、はじめに簡単な作

法を習い、和菓子と先生方が点てたお茶をいただきまし

た。次に、お茶の点て方を教えていただき、実際に自分で

お茶を点てました。１階ではエアカーリング作りを行いまし

た。段ボールを丸く切るのが大変そうでしたが、上学年の子

が下学年の子に教えたりして上手にできました。最後に、み

んなで床を滑らせて遊びました。 

小学校では、加藤センター長がバイオリン教室を行いま

した。はじめに簡単な説明を聞き、弦の抑え方や音の鳴ら

し方を習いました。次に、実際にバイオリンを弾いてみまし

た。また、菅井副センター長がパラスポーツとしてボッチャの

体験教室を行いました。子ども達は、楽しそうに和気あいあ

いとゲームを行っていました。 

 様々な分野の貴重な体験ができ、子ども達は大変満

足だったのではないでしょうか。 

 

歌声に聞き入っている皆さん 

おいしい芋煮をいただきました 

無線機の確認等を行いました 

美味しいお茶が点てられたかな 

きれいに音が出せたかな 



 

 

 

 

 ９月２９日（木）の１０時より、浴浴センターまどかにおいて第３回ゆうゆう大学地区学習会兼

第２回介護予防事業を開催いたしました。 今回は、作業療法士の高橋達也氏（吉島出身、

長井市在住）をお招きし、簡単な介護予防運動と講演をしていただきました。 

はじめに、手足の筋肉に関連する運動を行

い、汗ばむくらい体を動かしました。次に、「水分

のお話」という演題で、水分はなぜ必要かをご講

演いただきました。１日に必要な水分量や脱水

による危険性等について教えていただき、大変

勉強になりました。 

皆さん、高橋先生の話を熱心に聞いたり、自

分のできる範囲で体を動かしたりして楽しんでお

られました。ご参加くださった皆さま、誠にありが

とうございました。またのお越しをお待ちしており

ます。 

 

 

 

・百歳体操：毎週月曜日（終了後、川柳教室を行っています）、会費：１００円 

１１月７日(月)、２１日（月）、２８日(月)の３回 

・映画鑑賞会＆うたごえ喫茶  

１１月１６日(水)９時より開催、会費(無料) 

※かわにし森のマルシェとパン屋さんが移動販売に来てくださいますので、よろ

しければ是非お買い物にお越しください。 

・スマホ教室：毎週金曜日、１０時～１１時（１時間程度）  

１１月４日（金）、１８日（金）、２５日（金）の３回 

※アプリのダウンロード等、簡単な操作の仕方について相談に応じますので、

お茶のみがてらセンターへお越しください。 

 

～１１月の行事予定～ 

１１月１３日（日）午後１時～        第４４回大塚振興祭               大塚小学校 

１１月中旬                第２回地域振興部会（味噌造り） 

～お知らせ＆お願い～ 

・１０月２４日（月）、１１月１４日（月）は、事業振替のためセンター職員不在になります。 

・振興祭チラシ（抽選券付）は、別途折り込みしておりますのでそちらをご参照ください。 

・米、野菜出展のお願いにつきましては、各自治会実行組合長より行っていただきますので、特段

のご配慮をお願い申し上げます。 

～講演会・座談会のお知らせ～ 

１０月３０日（日）に、延期になっていた「まつきクリニック院長による講演会」と「大塚地区を考える

座談会」を、大塚地区交流センター１Ｆ大研修室で開催いたします。 

 
 

編集後記 今年の野球は、日本もアメリカも記録ずくめの１年でした。どちらもポストシーズン

に入り、チャンピオンを目指した戦いが始まりました。テレビで見ていると、やはり勝ち

残ったチームは強いなと感じます。どのチームが優勝するか楽しみです。     サトウ  

汗ばむくらい運動しました 


