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新年明けましておめでとうございます。 

本年もよろしくお願い申し上げます。 

 
令和 4 年は全国的にみてもコロナ禍一辺倒で明け暮れました。年の後半には行動制限が

解かれたことが朗報の一つでしたが、コロナ禍は収まる気配がありません。昨年後半から

はオミクロン BA.5 株が主流となり、それ以前の株に比べて感染力が強く、感染者数も多い

ので一般には驚異と捉えられています。しかし、重症化率と死亡率は断然低くなっていま

すし、ワクチンの効果も確実に上がっていますので、現在のところ新型コロナウイルス感

染は風邪程度で済むというのが一般的な理解です。 

さて、大塚地区へ眼を転じると、秋田付近で発生した線状降水帯が 8 月 3 日頃県南部へ

と南下し、短時間で極端な雨量をもたらしました。毎年、町、県に対して水害対策の要望を

行ってきているところですが、今回の水害が激甚災害の指定を受けて、約 35 億円の予算で

最上川上流域の洪水対策工事「最上川上流置賜地域における緊急治水対策プロジェクト」

が決定しました。この工事によって、内水氾濫の防止対策なども含め、大塚地区内、川西町

内での大雨被害が無くなるように願っています。 

令和 4 年度、大塚地区では人と人が接する可能性があるスポーツ等については実施しな

いこととし、その他の行事、事業については極力実施しようということで、各担当部会で

計画が立てられました。敬老祝賀会、振興祭はほとんどコロナ禍前と同じように行われま

した。確かに参加者が少なかったのですが、それは参加するかしないかは個人の判断に委

ねられたからです。一方、新たな試みもなされました。メディカルタウンに開業された個

人病院の院長による講演会、大塚地区の将来を議論するワークショップ、振興祭の二部制

（農産振興部門と芸術・文化部門）と地区内店舗の出店、西大塚駅まつり（フラワー長井線

まつり）などです。いずれも担当部会の皆様には大変ご努力いただくと共に多くの住民の

皆さんに参加していただきました。厚く御礼申し上げます。 

12 月 28 日の政府発表によれば、桜が咲く頃、新型コロナウイルスは 2 類相当からインフ

ルエンザ並みの 5 類へ変更されるとのこと、「コロナと共に」（ウィズコロナ）ではなく「コ

ロナとの決別」（グッバイコロナ）の年になり、地区の主要な事業である運動会や神社の例

大祭が通常通り行われることを期待しています。本年も地区の皆様が健康で過ごされます

ようお祈り申し上げます。 

  

癸卯正月元日   

大塚地区自治会長会   会長       鈴木俊郎 

大塚地区交流センター センター長   加藤秀樹 
 



 

 
 

 

 １２月９日（金）の午前１０時より、大塚地区交流センター調理室において、大塚地区交流センタ

ー主催の「男の料理教室」を開催いたしました。参加なさった８名の皆さんは、ご家庭でも料理をな

さっている方、普段ほとんど台所に立たないという方と様々でした。講師には、食生活改善推進協

議会の方をお願いいたしました。 

 はじめに、食改の方より調理内容やメニュー等に

ついて説明を受けました。「調味料などは目分量で

はなくレシピに書いてある分量通り作りましょう。」

「調理の際、分からないことがあれば聞いて下さって

構いませんが、まずは自分たちで協力しながら調理

してみましょう。」という声がけの後、２班に分かれて

さっそく調理に取り掛かりました。今回は、ローストビ

ーフサンドにポテトサラダ、クラムチャウダーという３

品の洋食メニューに挑戦しました。 

 

 各班とも分担しながら調理を開始しました。まず、

ローストビーフ用の肉に塩と胡椒、おろしにんにく

をまぶし、フライパンでバターを熱しじっくり焼いて

いきました。担当になった方は、火の通り具合など

を見ながら焼いておりました。 

次に、ポテトサラダにするジャガイモとニンジンを

茹でました。それと並行し、クラムチャウダーに入れ

るニンジンやジャガイモ、セロリなどの野菜を火が

通りやすい大きさに切りました。 

その後、茹で上がったジャガイモとニンジンを取

り出しました。別の鍋で、クラムチャウダー用に切っ

たジャガイモやニンジンなどの野菜を炒め、透き通

ってきたら小麦粉を入れ更に炒めました。 

 そして、水を入れ野菜が柔らかくなるまで煮てか

ら、あさりや牛乳などを入れてひと煮立ちさせクラム

チャウダーが出来上がりました。 

 それから、ジャガイモとニンジン、キュウリを塩と

こしょうを振って混ぜ、マヨネーズと和えてポテトサ

ラダを作りました。 

 

 

最後に、トマトと玉ねぎを切り、パンにグリーンカ

ールとローストビーフと一緒に挟み、全ての料理が

出来上がりました。 

 調理終了後、「なかなか作ることがない料理

なので、勉強になった」「たまに、料理をするの

もいいものだ」などの感想をいただきました。

今回参加できなかった方は、次の機会に是非ご

参加いただき、いろいろな料理に挑戦してみて

はいかがでしょうか。 

 

メニューと調理工程の確認 

２班に分かれての調理 

皆さんに感想をいただきました 



 

 

 

12 月 2 日(水)、16 時〜17 時半 7 地区センター長会議 町役場会議室 

 ＊町役場職員と 7 地区センター長が当月と翌月の行事等について 

 話し合いをした。 

        同、18 時〜20 時 まちづくり課職員と７地区センター長との懇親会  喜楽 

12 月 6 日(火)、19 時〜20 時 社明協執行役員会 交流センター 

12 月 7 日(水)、18 時～19 時 川西町特別職報酬等審議会 町役場会議室 

12 月 8 日(木)、19 時〜20 時  第 14 回ミニ雪まつり実行委員会（教育福祉部会）  交流センター 

12 月１4 日(水)、9 時～12 時  映画鑑賞会・うたごえ喫茶 交流センター 

同、19 時～20 時    第 2 回教育福祉部会 交流センター 

12 月 16 日（金）、18 時～20 時   大塚・犬川・中郡３地区合同研修会（幹事：大塚地区）  すし秀 

 ＊毎年行っている３地区の研修会並びに懇親会に参加した。 

12 月 17 日（土）、9 時半〜11 時 映画上映会（町健康子育て課主催）      フレンドリープラザ 

 ＊「いただきます〜みそをつくるこどもたち」を鑑賞  

12 月 21 日（水）、10 時～11 時    まちカフェ （町福祉介護課主催）     生きがい交流館 

12 月 23 日（金）、8 時半～9 時半 センター定例会議          交流センター 

 ＊町役場職員とセンター職員が当月の報告と翌月の予定等について 

 話し合った。 

同、16 時半〜17 時半 町三役と 7 地区センター長との意見交換会        町役場会議室 

 ＊7 地区の年末までの課題・問題点を整理して発表するとともに町三役  

 との意見交換を行った。 

同、18 時〜20 時      町三役と 7 地区センター長との懇親会          喜楽 

12 月 27 日（火） 仕事納め 

 

 

 

 

 

４月からセンター主催で、大塚地区で習字や書道を趣味にしておられる方の集ま

りの場を設けたいと思います。特に指導者はおりませんが、手本を頼りに写経など

に取り組まれ、また、参加者同士の交流を深められてはいかがでしょうか。毎回、私

がお世話をさせていただきます。皆さんのご参加をお待ちしております。 

世話人 加藤秀樹 

 

１．日時：毎月第２、第４水曜日 午後１時３０分～３時 

（多少遅れて来られても、早く帰られても結構です）  

  当面の予定：４月５、１９日、５月１０、２４日 

２．場所：大塚地区交流センターの青年室（２階の椅子の部屋）  

３．持物：常日頃使っている道具を持参ください。 

      道具をお持ちでない方にはお貸ししますので、手ぶらで 

センターへお越しください。 

４．会費：無料 

５．申込：随時受け付けますので、センターへご連絡ください。 
 



 

 

 

昨年 12 月 15 日（木）に川西町交通安全推進協議会主催の飲酒運転撲滅・冬の交通安全県

民運動による飲酒運転撲滅巡回広報出発式に大塚地区関係役員 12 名が参加致しました。会場

は川西町庁舎で行われました。はじめに町長や米沢警察署長からの挨拶があり、その後米沢警

察署交通課長より昨今の交通事故の状況報告がありました。報告では特に 12 月 6 日に発生した

吉島地区尾長島の重体交通事故（事故後 3 日後に 1 名死亡）について詳しく説明され、冬期間

はより一層の交通安全に留意してほしいと参加者に呼び掛けておりました。 

出発式終了後は、町内パトロール及び飲酒運転撲滅巡回広報に移り、大塚地区は 9 カ所の飲

食店や小売店等に飲酒運転撲滅のポスターやトイレットペーパーを配布に分かれ、活動に当たり

ました。夜分雪が降りしきる中、役員の皆様、大変ご苦労様でございました。 

↓出発式の様子     西大塚セブンイレブンにて鈴木俊郎自治会長と留守店長↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・百歳体操：毎週月曜日 午前１０時～（終了後、川柳教室を行っています）、会費：１００円 
２月６日(月)、１３日（月）、２０日(月)、２７日（月）の４回 

・映画鑑賞会＆うたごえ喫茶  
２月１５日(水) 午前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 午前１０時～（１時間程度） 
２月３日（金）、１０日（金）、１７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。 

・お知らせ 
１２月の町報にも掲載されたので皆さんもご存知だと思いますが、この度、大沼藤一氏（八幡西） 

が黄綬褒章を受章されました。「黒べこの郷粗飼料・和牛生産組合」を設立し、作業の共同化や 
技術を共有する地域内一貫体制を形成され、置賜管内の畜産農家の所得向上に貢献されたこと 
が認められての授与でございます。誠におめでとうございます。 
 

～２月の行事予定～ 

２月 １日（木）午前１０時～       味噌づくり講座 

２月 ４日（土）午前９時～        高齢者宅訪問除雪ボランティア（バレンタイン作戦） 

２月２６日（日）午前８時半～９時半  冬期間資源ごみ回収日           センター駐輪場 

 

編集後記 明けましておめでとうございます。年末に雪がけっこう降りましたが大雪になると言われながら、 

今のところ例年より雪の少ない冬になっています。除雪作業をする日が少ないのは、大変楽でいいですね。 

雪下ろしや除雪の際は、事故等に十分お気を付け下さい。今年もよろしくお願いいたします。    サトウ  


