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綾織夢・希望のまち推進会
会長 鈴木 主計

《新年のご挨拶》
新年明けましておめでとうございます。
昨年4月から「指定管理者制度」を導入した、小さな拠点による地域づくりをスタートし、町民のご支援

により着実に業務を遂行していますことを感謝申し上げます。
しかしながら、新型コロナ感染症により、一昨年に続き様々なイベントや事業を中止せざるを得ません

でした。
このような中で、約半世紀続いた現行の行政区の再編に向けた検討がされ、今年の4月から新たに3行政

区としてスタートします。
行政区の再編により、従来の枠組みから新たな行政区として色々な調整等が必要とされますが、町民が

協力し合って取り組んでいくことを願っております。
新型コロナの感染状況も比較的落ち着いてきているとされています。
今年こそは平常な生活の戻り、今まで通りの活動ができる良い年でありますことを期待するものであり

ます。
町民の皆さんの更なるご支援とご協力をお願いし、新年を迎えての挨拶とします。

遠野市のホームページでカラー版のミニ広報がご覧いただけます。

【遠野市】【暮らし/手続き】【市民協働/コミュニティ】【地区センター】【綾織地区センター】
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綾織町地域婦人団体協議会は、遠野市総合防災センター
で、防災体験と資料館の見学を行いました。参加者は12名
で、体験では、消火器の使い方、火災を想定した煙の中で
の避難行動、避難用具を使用した高所からの避難など、ど
れも実際に災害が起きた場合を想定した、実践的な体験を
しました。資料館では、東日本大震災の際に遠野市が行っ
た、後方支援の取り組みに関する展示の見学した事で、防
災の意識を高めました。

社協綾織支部は、新型コロナ
ウィルスの影響で、予定してい
た一人暮らし高齢者の交流会が、
新型コロナウィルスの影響で中
止となったため、対象の世帯に、
綾織保育園の園児が作った飾り
と、時計を配りました。

１２月２１日に町民と多田一彦新市長との意
見交換会が開催され、５０名の方が参加しまし
た。今後の市政についての要望や、地域課題の
解決に向けた懇談となりました。

フラワーハウスダンケの松田百合子さんを講師に
お招きし、クリスマスリースづくりと、フラワーア
レンジ教室を開催しました。どららの教室もとても
好評で、多くの方にご参加いただきました。



― 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 ＝
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明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。正月休み期間、自宅に帰られた方は
家族との大切な時間を過ごし、施設で過ごした方は自分なりの自由な時間を過ごしていました。昨年に比べコロ
ナ感染症が落ち着いており、利用者の皆様から家族と過ごしたいという要望が増えてきました。私たち職員も出
来るだけ、その要望に沿えるよう努めて参りたいと思います。

■安全で楽しく、
充実した冬休みに！

今年度の冬休みは、12月25日(土)

から１月18日(火)まで、25日間の休
みとなります。合い言葉は、「あ・
や・お・り」です（あ:あいさつ、
や:約束を守る、お:お手伝いをする、
り:しっかり勉強・読書をする）。
合い言葉を忘れず、安全で楽しい冬
休みにしてほしいと思います。
■３年生11名全員が

｢子ども語り部｣に認定！
12月10日（金）に、３年生の「子
ども語り部認定会」が行われました。
遠野の昔話を覚え、職員室の先生方
にも聞いてもらいながら練習をしま
した。本番では、全員が最後まで
しっかりと語ることができ、見事
「子ども語り部」として認定されま
した。今後、様々な場面で活躍する
ことを期待しています。

■１月の行事予定
19日 ３学期始業式
25日 冬休み作品発表会
28日 児童会役員選挙

健康福祉の里 健康推進係 ☎68-3185（係直通）

―『歯みがき』と『歯科健診』で、豊かな人生を送りましょう―

歯と歯ぐきの境目の歯みがきが
行き届かないと、歯垢という白い汚
れがつき、歯垢の中の細菌が
歯ぐきに炎症を起こします。赤くなっ
たり、腫れたりしますが、痛みはほと
んどの場合ありません。
しかし、進行すると、膿がでたり、歯
がぐらぐらと揺れる状態となり、しま
いには歯を抜くことになります。

【遠野市民の現状】
年に１回以上、歯科健診を
受けている人の割合 34.4%

「歯周病」は歯を失う原因の第１位

定期的に
歯科健診を受け、
歯のトラブルを

未然に防ぎましょう。

（遠野市健康増進計画より）

歯周病は国民病とも言
われ、30代以上の
３人に2人が歯周病との
調査結果もあります。

あけましておめでとうございます
今年もよろしくお願い致します

★クリスマス会
子ども達の大好きなクリスマス

会が12月9日に行われました。6年
生の司会進行でゲームが盛り上が
りました。サンタクロース役の6
年生はみんなが帰るまで1人1人に
プレゼントとおやつを渡してくれ
ました。下級生の良いお手本と
なってくれました。
★冬休み
冬休みと同時に寒波がやってき

て館庭にたくさんの雪が積もりま
した。寒さに負けず吹雪にも負け
ず力を合わせて大きなかまくらを
作り始めました。1月も雪遊びが
楽しみです。

★1月の予定
6日 ちびっ子栄養教室

20日 誕生会
25日 すくすくクラブ

地区センター利用に関するお願い

綾織地区センターの施設利用は、事前に申請が必要です。（受付 平日8：30～17：15）
無断での使用はできません。また、利用する際は料金が掛かる場合があります。

詳しくは、地区センターへお尋ねください。

☆サンタさんに会えたよ☆

保育園で行ったクリスマス会。
朝からワクワクしていた子ども達
の前にサンタさんが現れて大喜び
♪サンタさんとの触れ合いで嬉し
い１日となりました。今月は市民
センターで保育のつどいが行われ
入場制限がありますが、後日放送
予定ですので、5歳児の頑張りを
ぜひ、ご覧ください。

★1月の予定★
7日 新年子どものつどい

児童館交流
12日 小正月行事(4歳児)
22日 保育のつどい
26日 5歳児祖父母参加



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 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5

１月 カレンダー
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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！》

成人の日

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）

ヨガ教室(地）
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

連絡先：綾織地区センター（☎62-2838）

地域の方から「飾らなくなったため
必要な方がいれば譲りたい」と声を
かけていただきました。立派な八段
十六人飾りです。欲しい方は地区セ
ンターまでご連絡下さい。

ヨガ教室のご案内
今年度は、あと5回のヨガ教室を予定しています‼
冬の運動不足解消にいかがですか？参加ご希望の
方は、地区センター(62-2838)までご連絡下さい‼

2月 10日(木)17日(木) 24日(木)

小正月の集い(地）

ヨガ教室(地）

始業式(小）

冬休み
作品発表会

(小）

児童会役員選挙
(小）

ちびっ子
栄養教室

(児）

誕生会(児）

すくすくクラブ
(児）

子どものつどい
児童館交流

(保）

保育のつどい
(保）

５歳児
祖父母参加

(保）

1月 13日(木)27日(木)
10：00～11：30

参加費500円

消防出初式

綾織っ子
パトロール

(地）


