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重要文化財千葉家
修理工事 見学会

茅刈りワークショップ
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現在保存修理工事が行われている千葉家で10/31
に見学会が開催されました。今回の見学会では主に
千葉家を支える土台の基礎工事の様子を説明してい
ただきました。千葉家内部の骨組みは大迫力で、基
礎工事については大掛かりでありながら繊細な作業
の数々に驚きました。

青色防犯パトロール講習会

大槌町から視察に来ていただきました

千葉家の活用を考える会が企
画した茅刈りの体験が11/14に行
われました。20名の参加者で、
千葉家の修復に使われる茅の刈
り取りを行いました。今年の春
に火入れを行ったことで背丈を
軽々と越すほどの良質な茅が
育っていました。

綾織町防犯協会では、青色回転
灯を導入した町内パトロールを実
施するために、遠野警察署による
講習を受講しました。12月から青
色防犯パトロールを実施していく
予定です。

大槌町から遠野市へ集落支援制度を活用した事業の視
察のために12名の方がいらっしゃいました。視察先は遠
野市民センター/綾織地区センター/こども本の森遠野で、
綾織地区センターでは綾織夢・希望のまち推進会が地域
活動についての情報交換をし、館内を案内しました。



先日、お遊戯会を行い日頃親し
んでいる絵本からの表現遊びや楽
しんで踊っていた遊戯など保護者
の方々に見ていただき、いつもに
も増して笑顔が輝いていた子ども
達でした。踊りを教えに来てくだ
さった地域の方々、ありがとうご
ざいました。

★12月の予定★
7日、14日 キッズ体操

23日 誕生会・クリスマス会
27日 食育指導

― インフォメーション ―

＝ 綾織児童館 ＝ ＝ 綾織保育園 ＝＝ 綾織小学校 ＝
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【問合せ先】健康福祉の里 健康推進係 ☎68-3185（係直通）

「いきいき百歳体操」参加者募集中♪

説明会・体験会を実施していますので、
興味がある方は、福祉の里までご連絡ください！

身近な場所で身近な仲間と「いきいき百歳体操」
に取り組み、自分も地域も元気にしませんか？

現在綾織町では３つのグループが
「いきいき百歳体操」に取り組んでいます！

①砂子沢グループ
②ふれあいサロン舘川原
③綾織１区さわやかグループ

膝・腰などの痛み
が軽くなった

外出が楽しみ
になった

運動することが
楽しみになった

筋力がつき、
転びにくくなる

みんなで体操することの良いところ

閉じこもり
予防になる

交流の場になる 継続できる

地域が健幸になる

■「学習をしっかり」
「読書にじっくり」の秋

11月は学習や読書にしっかり、じっ
くりと取り組むことができました。例
えばＰＴＡ活動では、テレビ・ゲーム
等を消して学習や読書に取り組む「家
庭版まなびフェスト」、週末に親子で
読書に取り組む「週末親子読書」等の
取組を行いました。ご家庭の協力に感
謝です。

■家庭教育ゼミナール
（教育講演会）で学ぶ

11月16日（火）に、ＰＴＡ主催の家
庭教育ゼミナールが行われました。ス
マホ利用で起こりうる代表的なトラブ
ルを通じて、「人の嫌がることはしな
い」「利用時間を決める」等のルール
について、５・６年児童と保護者、教
職員が共に確認をすることができ有意
義でした。「ネットに支配されない健
全な生活を」という言葉が心に響く講
演会でした。

■12月の行事予定
23・24日 期末面談
25日 ２学期終業式

＝ 石上の園 ＝
朝の寒さが身に染みる季節となってきました。当施設でも暖房をつけ始め、利用者様の皆様にはより一層体

調管理に気を付けるよう支援しております。さて、12月は当施設の行事の一つであるクリスマス会があります。
利用者の皆様に豪華な料理と素敵な時間を提供できるよう、職員一同、精一杯準備していきたいと思います。
また、コロナ感染症の影響で十分に外出できない利用者もいらっしゃいますので、この行事を通して少しでも
笑顔になっていただきたいです。

【スローガン：ゆとりある 心と車間の ディスタンス】冬の交通事故防止県民運動の実施
実施期間：令和3年12月15日（水）～12月24日（金）まで

冬季は、積雪や凍結による道路環境の悪化に伴う交通事故の発生や、冬休み中の子どもが関係する事故の発
生が懸念されます。交通ルールの遵守と交通マナーの実践により、交通事故防止の徹底を図りましょう！！

今年度もコロナ感染予防対策と
して、各中学校区での開催となり
ました。硬くて当たると痛いボー
ルですが、練習を重ねキャッチ力
が上がりました。本番ではその成
果を発揮し、ナイスプレーが沢山
出ました。

練習のときはケンカになったり、
集中できなくて何度も話し合いを
しました。しかし、取り組んだ１
つ１つが子ども達の貴重な経験に
なっていることと思います。

★12月の行事
9日 誕生会＆クリスマス会
13日 すくすくクラブ4館合同

★第30回防犯わんぱく
ドッジボール大会（交流会）

☆お遊戯会大成功！！☆

遠野市交通安全協会綾織分会



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 31 1/1

１２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

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

元日

ICT(地）

※先月のカレンダーの日付に誤りがあり、大変申し訳ございませんでした。年末年始(12/29～1/3)のごみ収
集は12/30に燃えるゴミの収集を実施し、1/4から通常通りになります。詳しくは遠野広報をご覧ください。

詳しくはチラシ又は綾織地区センター
にお問い合わせください。(62-2838)

リースづくり(地）

ヨガ教室(地）

フラワー
アレンジメント

(地）

期末面談(小）

終業式(小）

みんなの井戸端会議 開催
（市長との意見交換会）

みんなの
井戸端会議

(地）

12月21日（火）18：30～20：00
綾織地区センター（和室）

多田一彦新市長と意見交換を行う場です。
市長と直接話せる機会ですので、是非ご
参加下さい。

参加申込不要でどなたでも参加できます。

燃えるゴミ
（臨時収集）

クリスマス会(石）

綾織地区センターは１２/２９～１/３まで閉館いたします

すくすくクラブ
4館合同(児）

誕生会＆
クリスマス会

(児）

誕生会＆
クリスマス会

(保）

キッズ体操(保）

キッズ体操(保）

食育指導(保）

ヨガ教室
「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
参加費500円！まだ若干名余裕あります！

（12/10までにお申し込み下さい）

次回は1月13日、1月27日に開催します


