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― インフォメーション ―

＝ 綾織児童館 ＝ ＝ 綾織保育園 ＝＝ 綾織小学校 ＝

＝ 石上の園 ＝
紅葉の美しい季節となりました。県内の緊急事態宣言が解除されたと同時に先月から入所利用者の個人外出

を再開致しました。地域の皆様にはいつも見守って頂き感謝しております。また、行事の一つであるリフレッ
シュ外出を行っている最中であり、市内限定ではありますが、各グループが事故等無く無事に終了できるよう
努めてまいります。

＝綾織地区センター＝
季節の変わり目で、体調を崩しやす時期です。体調にお気を付けください！適度に体を動かすことも大切

です。綾織地区センターでは、太極拳の体験も開催していただいておりますし、12月からはヨガ教室も始ま
ります。ぜひ参加いただき体が縮こまる季節を元気に乗り越えていただければと思います。

※今月の「あくてぃぶ便り」はお休みします
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ヨガ教室を開催します‼ 太極拳をやってみませんか？

11/8 11/15   11/22   11/29

場所：綾織地区センター

連絡先：
前角地美代(☎62-9273)
綾織地区センター(☎62-2838)

■学習発表会、大成功！

■最後まで頑張った！
校内ロードレース大会

■11月の行事予定

16日 一日参観＆家庭教育
ｾﾞﾐﾅｰﾙ（講演会）

19～28日家庭学習強化週間

10月16日（土）に、学習発表会が
行われました。１・２年生は元気
いっぱいの歌声や演技、３・４年生
は響きのある天使のような歌声での
合唱、５・６年生は笑いあり、感動
ありの堂々とした演技で、会場を大
いに盛り上げました。仲間とともに
一つの作品を創り上げる喜びと充実
感を味わい、また一回り大きく成長
したあやおりっ子です。

10月27日（水）に、校内ロード
レース大会が行われました。子ども
たちは、校庭から公道に出て１～２
㎞の距離を走りました。休み時間な
どに継続して取り組んできたマラソ
ンのまとめの大会でしたが、あきら
めずに最後まで頑張って走り抜き、

全員が金メダルでした。

健康のために、全身をゆっくり動かし血流と免疫
アップに最適です。年齢、男女問いません。奮って
ご参加下さい‼ 11月は下記の日程で開催します。

持ち物：中ズック

「ヨガ」はだれでも楽しくできる、簡単なリラッ
クス方法です。心と体のバランスを整え体の内側
から健康的に美しくなりましょう！

12月16日(木)

10：00～11：30

詳しくは改めてお配り致します
チラシをご覧ください。

連絡先：綾織地区センター（☎62-2838）

環境課の方から遠野市のごみ
の分別について学びました。学
習会を終えてから子どもたちは
児童館でも分別に取り組んでい
ます。

★11月の行事

9日 すくすくクラブ
21日 第30回防犯わんぱく

ドッジボール大会
25日 誕生会

児童館に来てくださった
「柔」の利用者さんに一輪車ク
ラブの演技を見ていただきまし
た。おじいちゃん、おばあちゃ
んから、夏の工作のプレゼント
のお礼にハロウィーンのお菓子
をいただきました。ありがとう
ございました。

★地域密着型サービス
事業所「柔」との交流会

★エコ環境学習会 ☆マッチ1本火事のもと！☆

先日、消防士立会いの下総合
避難訓練を行い、煙体験等をし
火事の怖さを学んだ子供達です。
29日には火の用心を呼びかけ町
内をパレードしました。子供達
のかけ声を聞いて声をかけてく
れた方も多く、短い時間ではあ
りましたが地域の方との交流が
出来たように感じました。今後
も少しずつ地域との交流ができ
たらいいなと思っています。

★11月の予定★

2日 2歳児保育参加日
8日 食育指導
11日 避難訓練
19日 誕生会
22日 お遊戯会総練習
27日 お遊戯会



防災講習

遠野市民駅伝

清養園御前池つり大会

～保健師さんからのお知らせ～

地域づくり特別表彰
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― トピックス ―

１０月１日に市政振興や地域づくりに尽力し
た６６の個人/団体が表彰され、綾織夢・希望
のまち推進会は特別表彰を受けました。推進
会からは副会長の箱山勇さんが出席し表彰状
を受け取りました。

１０月１０日に市民駅伝が開催され、綾織走友
会のメンバーが大会に参加しました。会場は遠
野運動公園の特別コースで一人あたり２．５km
を走り襷を繋ぎました。

施設の老朽化に伴い今年の１２月で廃止となる
静養園保養センターでつり大会が開催されまし
た。３５名が大会に参加し大きな池の鯉を釣り
上げていました。

遠野市『健幸ポイント事業』のご紹介
ご自身と大切な方の健康のため、身近な方と一緒に取り組んでみませんか？
歩いたり、運動したり、日々の健康づくりにポイントが付与され、お得に健康づくりに取り組めます。

スキップカードに
ポイントがたまる！

～セルフモニタリングを用いた健康づくり～ 週１回各地区で運動教室（ストレッチ・筋トレ）も実施！

①はかる

②知る

③わかる

④変わる

毎日の歩数をはかる

「体組成計」「血圧計」で体の状態を知る

スマホやパソコンでデータをチェック

健康づくりの実践につながり変わる！

ウォーキング 筋トレ

新規参加者募集中♪
今なら！お友達紹介で
プレゼントキャンペーン実施中～♪
詳しくは下記までお問合せください。

【申込／問合せ】健康福祉の里 健康推進係 ☎68-3185（係直通）

消防署の職員をお招きし、ハザードマップに関
する説明を受け、災害が起きてしまった際の避
難行動の確認を行いました。皆さんももしもの
時に備えて今一度見直してみて下さい。



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 12/1 2 3 4

１１月 カレンダー

燃えないゴミ
粗大ごみ

資源ごみ
紙・プラ容器

資源ごみ
ビン・プラ容器

資源ごみ
缶・ペットボトル

燃えるゴミ

燃えるゴミ

燃えるゴミ

燃えるゴミ

燃えるゴミ
ICT(地）

ICT(地）

ICT(地）

ICT(地）
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<連絡先>
(小)綾織小学校 62-2803   (保)綾織保育園 62-2812   (児)綾織児童館 62-9062

(石)石上の園 60-1100   (駐)綾織駐在所 62-2137    (地)綾織地区センター 62-2838

《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！》

夏は草刈り、冬は除雪。町内に住む高齢者
さんのために力を貸していただける人を募
集しています。詳しくはお問合せ下さい。

連絡先：綾織地区センター（☎62-2838）

ー会員募集ー

綾織町支えあいネットワークで
地域の困りごとを解決‼

一日参観/家庭教育

ゼミナール(小）

家庭学習強化週間（小）１９日～２８日まで

お遊戯会(保）

お遊戯会総練習(保）

誕生会(保）

避難訓練(保）

食育指導(保）

２歳児
保育参加日(保）

茅刈り

ワークショップ

文化の日

勤労感謝の日

重文千葉家の活用を考える会
茅刈り体験ワークショップ

詳しくは地区センターにございます
チラシをご覧ください。

千葉家修理用として使用される
茅の刈り取り体験をしてみませんか？

持ち物：おにぎり、お椀、箸、刈払鎌

11月14日(日)9：00～15：30（雨天中止）

参加：無料（おつゆのお振る舞いがあります）

第30回防犯
わんぱくドッジ
ボール大会(児）

誕生会(児）

すくすくクラブ(児）

集合場所：綾織地区センター(乗合で移動)


