
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶２ページ 

・綾織まつりのお知らせ 

・敬老者特別祝いのご紹介 

・保健師からのお知らせ 

～新しい生活様式における熱中症予防～ 

・地区センター指定管理に向けて 

▶３ページ 

・綾織小学校、綾織保育園、綾織児童館、 

石上の園、綾織地区センターより 

・和美もつぶやく 

▶４ページ 

・あやおりカレンダー（６月） 

・所長ひとこと 
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コロナに負けない 

元気な綾織っ子！！ 
 

５月 24 日（日）綾織小学校運動会が開催されました。 

午前中のみの短縮での開催でしたが、子どもたちは競

技、応援に一生懸命取り組んでいました。 

（写真提供：綾織小学校） 
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～｢新しい生活様式｣における 

   熱中症予防行動のポイント～ 
 
①暑い日や時間帯は無理をせず、暑さを避ける 

②負荷のかかる作業や動作を避け、屋外で人と

十分な距離（２ｍ以上）を確保できる場合に

は、マスクをはずす 

③のどが渇く前のこまめな水分補給 

④日頃から体温測定や健康チェックをし、体調

が悪いと感じた時は、無理せず自宅で療養 

⑤暑くなり始めの時期から適度に運動し、暑さ

に備えた体づくり 

 

★高齢者、こども、障がい者の方々は、熱中症

になりやすいので十分に注意。３密（密集、密

接、密閉）を避けつつ、周囲の方からも積極的

な声掛けをお願いします。 
 

健康福祉の里 健康長寿課 

～保健師からのお知らせ～ 

 

 
  

 

毎年７月に開催している「綾織まつり・綾織わらすっこすくすく泣き相撲大会」は、コロナウイ

ルス感染防止のため今年度の開催は中止いたします。 

町民の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 

綾織まつり中止のおしらせ 

 
 

地区センター指定管理に向けて 
綾織町地域づくり連絡協議会では、令和３年４月

からスタートする綾織地区センターの指定管理者

制度導入に向けて検討組織を立ち上げ、検討会を開

催しました。 

検討会では、指定管理者制度導入の背景、今後の

検討事項、スケジュールについて鈴木地連協会長が

説明し、その後協議が行われました。 

検討委員は、地連協が地区センターの管理運営と

地域づくりの実践を担う組織に生まれ変わる必要

があることを再確認し、意見を交わしていました。 

検討会は今後も月１回開催され、組織体制や規約

についての話し合いを進めていく予定です。 

敬老者特別祝いのご紹介 
特別祝いを迎えられた皆様おめでとうございます！ 

◆百二賀（102歳）菅田八穂様（2区）◆長寿（91～98歳） 66名の敬老者様

◆卆寿（90歳） 25名の敬老者様  ◆米寿（88歳） 24名の敬老者様 

◆喜寿（77歳） 15名の敬老者様  特別祝者計 131名（6月3日現在） 

※今年度の敬老会は中止です。 

※特別祝の方への記念品配布は9月中を予定しております。 



 

こんにちは。 
４月からお世話になって２ヵ月経ちました。例年であればこの時期、地区センターは色々な

事業で活気付いているはずでした。今年は、新型コロナウィルス感染防止の為、行事はことご
とく中止や延期になりました。一大イベントである、町民運動会や敬老会、更には綾織まつり

まで中止となりました。それ以外の活動も検討をしている状況です。そのため、私は町民の皆
様とお会いする機会が無くて残念です。 
緊急事態宣言解除されたとは言え、この厄介で恐ろしいウィルスを封じ込めるまである程度

の制限は続くと思われます。地区センターとしても、対策を練りながら小規模で行える事業を
考案していきたいと思っています。こんな企画があれば参加したい！というアイディアがあれ
ばぜひぜひご連絡ください。待っています。 
それではこれからも、うがい・手洗い・マスク（外作業時はしない）・ソーシャルディスタ

ンス（人と人との間をとる）を守って感染予防に努めましょう。 

３ 

＝ 綾織小学校 ＝ 

★楽しかった遠足 

 ５月１日(金)に１～４年生は遠

足に行きました。1･2 年は綾織

駅・結和・地区センター、3･4 年

は続石・田屋の大杉・光明寺・地

区センターの見学を行いました。

天候が心配されましたが、みんな

元気に遠足を終え、たくさんの楽

しい思い出をつくることができま

した。 

★運動会大成功！ 

５月 24 日(日)晴天の下、綾小

運動会が行われました。雨の影響

で一日順延しての運動会、しかも

コロナウイルス感染防止対策とし

て、午前中での開催となりました

が、スローガン「努力協力 最後

までゴールをめざせ かがやけあ

やおりっ子」のもと、どの子も競

技・応援・係活動に最後まで精一

杯取り組みました。運動会を通し

て、一人一人の大きな成長がみら

れました。 

★６月の行事予定 

8 日～  ふわふわ言葉週間 

16 日(火) プール開き 

22日～ 家庭学習強化週間 

＝ 石上の園 ＝ 

新緑の清々しい季節となりま

した。緊急事態宣言が解除され

ましたがコロナウイルス感染の

広がりにはまだ不安でいっぱい

です。皆様におかれましても

様々な取り組みを行なっている

と思います。石上の園では、毎

年行なってきた運動会の中止や

外出を控えるなどの感染の広が

りを防ぐ取り組みをしていま

す。早く安心できる状態になる

ことを祈っております。 

＝ 綾織児童館 ＝ 
★お楽しみ会 

 25日(月)運動会の振替休日に、

お楽しみ会を行いました。エコ活

動としてキュウリ、トマト、スイ

カ、枝豆、ひまわりを植えまし

た。子ども達は、暑い中でも協力

し合って最後まで頑張りました。

今年もたくさんの野菜が育ちそう

です。お弁当は館庭に段ボールや

ブルーシートを敷いてピクニック

気分でいただきました。 

★６月の予定 

4 日(木)オセロ大会 

9 日(火)すくすくクラブ 

    避難訓練 

18 日(木)誕生会 

26 日(金)親子環境整備作業 

     第1回役員会 

＝ 綾織地区センター ＝ 

★新名称を募集しています 

綾織町地域づくり連絡協議会の

組織変更に伴って新名称を募集し

ています。 

６/４に配布のチラシに必要事

項をご記入の上ご応募ください。 

応募方法は地区センターへの持

ち込みかFAX（62-2838）でお願

いいたします。 

＝ 綾織保育園 ＝ 

★お散歩楽しいな♪♪ 

新しい園舎の周りにはどんな場

所・ものがあるんだろう？と子ど

も達はたくさんある農道の道を耳

を澄ませ、目を光らせながらお散

歩をしています。地域の方に出会

ったときは「こんにちは！」と元

気に挨拶。地域の方も「どこに行

くの？」などと優しく声をかけて

くれ、「カエルを探しに行ってく

る！」と答えます…が、はりきっ

てカエル探しに行ったもののなか

なかカエルには巡り会えず…。 

まだまだカエル探しのお散歩は

続きそうです。 

★６月の予定 

２日(火) キッズ体操 

１０日(水) 食育指導 

和美もつぶやく！～遠野市地域活動専門員の活動から～ 



 

日 ＳＵＮ 月 ＭＯＮ 火 ＴＵＥ 水 ＷＥＤ 木 ＴＨＵ 金 ＦＲＩ 土 ＳＡＴ 

 1 2 3 4 5 6 
 燃えないゴミ 

( 粗大ゴミ ) 

 

キッズ体操○保  燃えるごみ 

Ｉ Ｃ Ｔ ○地  

 

区 長 会 ○地  

文書配布○地  

民児協定例会 

 

 

 

 

7 8 9 10 11 12 13 
 資 源 ご み 

(紙・プラ容器) 

 

すくすくクラブ○児  燃えるごみ 

Ｉ Ｃ Ｔ ○地  

食育指導○保  

   

 

 

14 15 16 17 18 19 20 
 資 源 ご み 

(缶類・ペットボトル) 

ふれあいホーム 

プール開き○小  

燃えるごみ 

Ｉ Ｃ Ｔ ○地  

 

文書配布○地  

官公署連絡会議○地  

誕 生 会○児  

  

 

 

21 22 23 24 25 26 27 
 資 源 ご み 

(ビン・プラ容器) 

 

 

 

燃えるごみ 

Ｉ Ｃ Ｔ ○地  

 

 親子環境整備○児   

 

 

28 29 30 7/1 7/2 7/3 7/4 
   燃えるごみ    

 

 

 ※行事予定は変更になる場合があります 

＜ご連絡先＞○保綾織保育園 62-2812 ○児綾織児童館 62-9062 ○小綾織小学校 62-2803 

      ○石石 上 の 園 60-1100 ○駐綾織駐在所 62-2137 ○地地区センター 62-2838 

あやおりカレンダー（6 月） 
 

桜の花も散り、いつもと変わらず田植えが進んでいます。しかしコロナウイルスの影響で楽

しみだった町民運動会が中止になりました。そんな中で５月 24 日に綾織小学校の運動会が開

催され、晴天に大きな声が響き渡ったと聞いています。生徒たちには、良い思い出になったこ

とと思います。少しずつ普通の生活に戻ってきているように思います。私も健康のために少し

ずつ運動を始めたいと思う今日この頃です。  （綾織地区センター所長  阿部 順一） 

所長ひとこと 

《ごみは、きちんと分別し、収集日の午前８時30分までに指定集積所に出しましょう！》 
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