
 

新型コロナウイルス感染防止の観点から、

今年度も代議員全員が一堂に会しての総会は

行わず、「書面表決」と致します。近日中に、

「総会資料・書面表決書」を各位に送付する

ことで取り進めております。 

なお、拡大事業推進会議構成員（三役、部

会長・副部会長、区長）と参与、監事の皆様

には、５月２３日(日)にご参集頂く予定です。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

                                                    
 

 

  

 

   ・・協議会総会は書面表決・・       室根山でつつじ観賞しませんか   

 

 

 

 

 

 

 
    

 

  

 

                               
 

                                滝っこひろば みんな待ってるよ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                
       

                     滝沢市民センター 申請受付 平日 8:30～17:15  

   指定管理者：滝沢地域振興協議会 
                        〒029-0132 一関市滝沢字寺下 52-2 

                        TEL＆FAX  0191-23-8844 

E-mail   takishinkyo@icn-net.ne.jp 

ホームページ http://284takichan.com   

   

                                          

                                           

 

 

 
滝沢地区の人口 

世帯数 男(人) 女(人) 計(人) 

R3.3.31 現在 1,056 1,257 1,369 2,626 

前月比 -1 -7 +1 -6 
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5月 20日(木)  

 

 

 一関図書館 

 巡回文庫 
13:50～14:20 

 

わかくさ号 

 

 
 

ペットボトルキャップ回収〈安心安全部会〉 
いつもご協力を頂きありがとうございます。 

第９回目(３月)の回収実績を報告します。 
 

7 区 8 区 9 区 10 区 11 区 水口 
セン 

ター 

4.2 8.4 8.0 7.4 4.8 4.8 2.8 

総重量 40.4kg        （重量：kg） 

個数 17,372 個（受入会社:１㎏を 430 個で計算） 
 

※キャップ８６０個で１人分のポリオワクチ

ンが購入できます。今回の結果、20 人分と

なります。（前回は４１人分でした。） 

引き続き、ご協力をお願いします。 

【滝振協の予定】 

 5/13(木) 滝っこひろば 今年度開始日 

 5/23(日) 拡大事業推進会議(総会書面表決) 
 

【滝沢地域の行事予定】 

 5/15(土）運動会（一関東中学校） 

 5/22(土) 運動会（滝沢小学校） 

         ※予定は変更になる場合があります。 

 

 

 

 

 13日、20日、27日 

  

滝っこひろば 

   5月 
毎週木曜日 

15:00～16:30 

滝沢小・体育館 

 

 滝沢地域の皆さんを対象に、 

室根山へバスでのハイキングを 

開催します。室根山は、県内に 

数あるつつじの名所であり、折 

しもこの日は「つつじまつり」の最終日です。

ぜひ参加申込されて、地域親睦の機会として 

ください。なお、コロナ禍により、制限や対 

策でご不便をおかけしますがご理解ください。 
 

 日時：６月６日（日）８: 20～13:00 

 人数：18 人   参加費：無料 

 申込：５月１２日（水）9:00 受付開始 

 ※詳細は、班回覧チラシをご覧ください。 
 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆  

 地域の皆様が望まれる事業を企画・開催い 

 たしますので、情報をお寄せください。 

 みんなで魅力を生み出し、事業を通じ一緒 

 に元気に過ごせる滝沢づくりを目指します。 

 

『滝っこひろば』は、滝沢地域振興協議会が

運営する、滝沢小学校放課後子ども教室の教

室名です。４月はじめに、滝沢小学校を通じ

て申込書をお配りしましたが、保護者の皆さ

んに届いておりますでしょうか？ 

 

 

 子どもたちは、夏は汗びっしょり、冬でも

薄着で元気に気の合った友達同志や、異学年

との交流、また、指導員さんとのつながりな

ども楽しんでいます。教室は終始にぎやかで

とてもいい雰囲気です。 

 主会場は滝沢小学校体育館・校庭ですが、

夏休みや冬休み期間は、滝沢市民センターに

会場を移し、「学習プログラム」で工作など

を楽しみます。申し込みは、随時受け付けて

おりますので、お問い合わせください。    

      【届出数５9 人（4/22 現在）】 

 

 

mailto:takishinkyo@icn-net.ne.jp
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   詳細はそれぞれ実施前にお知らせします。この他にもいろいろ計画しております。 
   なお、今後の状況によっては、中止・延期の可能性があります。 

 事業名（○内は開催数） 内    容 実施予定月 

1 すべての人に健康講座③ 
ボケるボケない替え歌と踊りを楽 

しむ②、アクティブ体操で健康① 
6 月.7 月 

2 滝沢地名歴史紙芝居劇場 
滝沢地域における地元地名の由来 

等、紙芝居により上演(発表)します 
１０月 

3 カラオケで輝く④ 
カラオケ愛好者による歌唱を楽し 

みながら歌唱による健康効果向上 
8 月～偶数月 

4 懐かしのレコード鑑賞 
あの頃に聴いた歌や音楽をレコー 

ドでみなさんで楽しみます 
７月 

5 ハンドベルの音は優しく…② 
ふだんはなかなか演奏の機会がな 

いものの、簡単楽譜でできます 
１月.２月 

6 感心されるデジカメ撮影② デジカメ撮影の技術を磨きます ９月.１０月 

7 とんぼ玉ハンドメイド 
輝くガラスアクセサリーづくりで 

ますますキレイに 
１２月 

8 スマホ教室 
普及するスマホの取扱い操作で、 

難しい操作やトラブルの解消 
１２月 

9 味噌・豆腐加工実習 
地産地消で、味噌・豆腐を手作り

します 
２月 

10 新中学生の英語学習講座③ 
滝沢小学校 6 年生対象で、中学入 

学間近な時期に楽しい英語学習 
２月.３月 

11 滝沢探検隊（会員登録制）⑨ 
滝沢小 1～4年生対象です、自然 

観察、工作、スケート、移動学習 

６～３月 

8 月開催なし 

12 滝沢女性教室（会員登録制）⑩ 
創作、歌、踊り、講演、移動研修 

施設慰問などで資質を高めます 
６～３月 

 

滝沢小学校１～4 年生を対象に活動しています。 

◎令和３年度の活動予定表 *変更になる場合があります 

 月日 活動名 場所 

1 
６月５日(土) 

9:00-12:00 

初夏の滝神社周辺の生き

物たち 
滝神社 

2 
7 月３日(土) 

10:00-12:00 

動物を紙ねんどで工作し

よう 

滝沢市民

センター 

3 
９月４日(土) 

9:00-15:00 
施設見学と長沼散策 登米市 

4 
10 月 2 日(土) 

9:00-12:00 
滝沢地内みんなで探検 滝沢地内 

5 
11 月 6 日(土) 

9:00-12:00 

自然界のものを材料に工

作しよう 

滝沢市民

センター 

6 
12 月４日(土) 

10:00-12:00 

クリスマスツリー作りと 

DVD 鑑賞 

滝沢市民

センター 

7 
1 月 15 日(土) 

9:00-13:00 

みんなでスケートを楽し

もう！ 
千厩アイス

アリーナ 

8 
2 月 5 日(土) 

10:00-12:00 

おひなさまのかざりを作

ろう 

滝沢市民

センター 

9 
3 月 5 日(土) 

10:00-12:00 

「昔の遊び」つくって遊

ぼう！ 

滝沢市民

センター 

※随時申込受付中！ 【届出数２１人（4/22 現在）】 

           ・・令和３年度 市民センター事業の予定・・        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ・・滝沢探検隊 隊員募集中・・   

  

☆滝沢市民センター職員です。 
 どうぞよろしくお願い致します。 

職  名 氏 名 

所 長 佐藤 正彦 

所長補佐・ 

生涯学習支援員 
蜂谷    緑 

事務主任 阿部由起子 

施設管理員 蜂谷 祥子 

施設管理員 高橋美智代 

施設管理員 千葉 浩子 

         *令和３年４月現在 

当たよりに掲載中の野鳥のコラムは、

『滝ちゃんのかわら版』にお引越し 

して、カラーでお楽しみいただける 

ようになります。お楽しみに！ 


