第 29 号 平成 30 年 8 月 15 日
滝沢地域振興協議会 生活福祉部会

JA いわて平泉
“真滝支店”廃止へ
JA いわて平泉は、経営を取り
巻く厳しい環境に対応するた
め、平成 31 年 6 月に真滝支店
を含む７支店を廃止し、一関中
央支店に統合･再編する。滝沢
地域唯一の身近な金融機関の
撤退は、組合員だけでなく一般
の人々も利用してきただけに、
この地域の経済･生活に及ぼす
損失、影響は極めて大きい。

｢滝っ子ひろば｣8 月 23 日開設
滝沢小学校 ―放課後子ども教室―

滝沢小内に､
放課後の子どもたちの安全･安
心な居場所を確保して、地域社会
で心豊かに育つことを目的とし
た｢滝っ子ひろば｣が 8 月 23 日か
ら開設します。
体育館やグランドで楽しく運
動(遊び)をして過ごすもので、子
どもたちの様々な希望を取り入
れていく｢ひろば｣にします。
週１回(木)、15 時から 16 時 30
分まで、帰り時間は自由で、時間
帯は指導員が見守ります。利用者
は登録制となっており、詳細は下
記にお問い合わせください。
〈お問い合わせ先〉
一関市滝沢市民センター
担当：蜂谷 緑
一関市滝沢字寺下 52-2 ☎23-8844

｢あのツしょ､ナヌえくてココツしゃ?！｣ (第１回)
戸口和義･朱美さん夫妻(7 区在住) -東京･練馬から家内の田舎の気仙沼が近く､一関インター
にも近く交通のアクセスや自然が多いと感
じ､やってきました。
都会の騒がしさがなく､避暑地にいる気分
になれる､滝沢や心温まる 7 区の人たち､りん
ご園がすぐ近くにあり毎日美味しくいただけ
ました｡ホームセンター･スーパーどこへ行っ
ても 1 か所にあるので買い物も不便さを感じ
ません。温泉､ゴルフ場､スキー場もほどよい
距離にたくさん点在し最高です｡
この夏､７区の盆踊りで東京の夏祭りでの
太鼓の腕を子どもたちとともにたたきます。

｢一般廃棄物処理
施設｣狐禅寺地区
への建設断念！
― 一関市 ―
一関市は、滝沢･藤
地区に隣接した狐禅
寺･藤の沢地区に計画
されていた一般廃棄
物処理施設の建設を
諦らめ、新ためて候補
地を探すことになり
ました。
同施設は私たち市
民にとってなくては
ならないものであり、
それぞれ自身の問題
として今後の動きを
注意深く見守ってい
く必要があると思い
ます。
［お願い］

人 口の自 然減 や 流出が 続くな
か、あえて滝沢に住み始めた人た
ちがいます。何が良くて移られて
きたのか、新たしい目で｢滝沢の魅
力｣を語ってもらう企画で、これか
らの滝沢を考えるヒントを探り出
したいと考えています。
このような人たちの情報を滝沢
市民センターや生活福祉部会のメ
ンバーまでお寄せください｡
また、裏面の同級会情報や栄誉
情報についてもお寄せ願います。
(注)｢あのツしょ､ナヌえくてココツしゃ?！｣
はこちらの方言で、
「あのね、何が良くて
ここへ?!」という問いかけです。

知ってる？“介護給付！”

絆､日ごろの積み重ね

要介護状態と認定された者が受ける介護サービ
スに関わる費用のこと。訪問介護、訪問入浴介護
などの居宅介護サービス費や、認知症高齢者グル
ープホームなどの地域密着型介護サービス費、介
護保険施設などの施設介護サービス費、居宅介護
サービス計画費、高額介護サービス費などがある。

高齢者との対話で息子や娘との連絡
が頻繁な方とそうでない方とある。
常
日頃の家族の誕生日や母の日の意義
をあらためて考えさせられた。正に
｢絆は一日にしてならず｣。
（東）
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グラウンドゴルフで“滝沢”２連覇！
第 48 回市民体育大会
7.8

14 チームが参加した大会
で、菅原トキ子主将以下 6 人
の滝沢地区はチームワーク
抜群で今年も圧勝しました。
九鬼食堂で祝賀食事会の
あと、優勝カップ、賞状を披
露するとともに､３連覇を誓
いあいました。
たまり場訪問シリーズ④

― JA 真滝青年部 ―

ビールまつりが賑々しく開催

来年も
やるのか
な？支店
廃止で心
配してる
人がいま
す。
H.29.12.7
近隣のクマ目撃･出没情報

民謡教室

(市町村や警察の発表、安心メール等か
H.29.12.17
らの情報をまとめて掲載しています。)
6 月 26 日→7 月 16 現在

岩渕一美先生と三味線の菅原京子
先生を中心に 60 から 80 歳まで幅広い
年齢層で 15 名程度の教室です。月２
回の練習では和気あいあいと滝沢市
民センタ－を中心に楽しく謡ってい
ます。近年はカラオケ教室も取り入れ
人気です。興味のある方は☎ 26-4352
の及川滋子まで連絡をください。

6 月 27 日午後 6 時 50 分ごろ
：弧禅寺字藤ノ沢地内
6 月 29 日午前 9 時 15 分ごろ
：弥栄字大奈良地内
6 月 26 日午前 8 時 20 分ごろ
：狐禅寺字山田地内

日 7.5-6
旧真滝中学校卒業生同級会 7.1-2
第18回
第10回
本
鳴子温泉の幸雲閣を
チは
会場に 22 名、最遠方は
ー個
ム々
愛知からの参加。１次
での
２次そして幹事部屋で
勝力
の３次会と一睡もせず
っは
た
話し込むものも。まだ
コ劣
厳美の瑞泉郷を会場 足りずものは、翌日一
ロれ
ンど に 19 名、最遠方は静岡 関某所で４次会を。
ビも からの参加。思い出話や
ア
カラオケに時を忘れ、翌
戦
米十
倉一
幹区
雄
6.19

7.15

日は骨寺村荘園跡等を
見学。数え 80 歳の傘寿
での再会を約束して散
会しました。

菊川金美氏・一関市公衆衛生組合連合会長表彰状

クマと遭遇する時間帯
は、早朝から午前 10 時くら
いまでと夕方以降が多くな
っています。昼間は洞窟や
岩陰にいる場合が多いた
め、油断は禁物です。

珍しいトンボが！
(キリシタン塚前の溜池で) 7.10
ショウジョウ
トンボ

(東)

珍しい
チョウトンボ

阿部勉氏・警察協力者感謝状

7.1

6 月 19 日に真滝 7 区の菊川金美氏が地域の公衆衛生思想の普及向上と生活環境
の改善に尽力した功績で、7 月 1 日に真滝 11 区の阿部勉氏が交通事故防止活動を
通じて警察業務に協力した功労で、それぞれ一関市公衆衛生組合連合会長から表彰
状、一関警察署長から感謝状を受けました。おめでとうございます。

