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綾織町あくてぃぶ便りvol７ おとめ座

※このコーナーでは、綾織町で元気に活動されている方々を紹介していきます。

本年も宜しくお願い致します。１１年間走り続けた「老止座」は菅原好座長の他界により一度は閉めまし
た。周囲の要望により、令和２年４月「おとめ座」として活動を再開しました。若い人が入会し、踊りに活
気が増してきました。昨年末より講演依頼があり、皆さんに笑顔を運び、皆さんからパワーをいただいてい
ます。身体を動かす事が好きな方、「おとめ座」に入ってみませんか？沢山の応募お待ちしています。

おとめ座 菅田トシ子

ヨガ

1
月
の
ト
ピ
ッ
ク
ス

１月１２日に更生保護女性の会、老人
クラブ、主任児童委員にご指導いただき
小正月のつどいを開催いたしました。
昨年は新型コロナウィルスの影響で開

催できませんでしたが、今年は感染症対
策をしっかりと行った上で、綾織町の子
ども達が参加し、みずき団子づくりと、
餅つき体験をしました。
最後にはご祈祷を行い、五穀豊穣と共

に、新型コロナウィルスが、落ち着くこ
とを願いました。

遠野市中央通りにあります「 purity yoga 」から、ヨガイ
ンストラクターの、高橋侑氣子先生をお招きし、ヨガ教室
を開催しました。
寒さが厳しいこの季節、どうしても体が縮こまってしま

いがちですが、参加者の皆さんは、ヨガでゆっくりと身体
をほぐし、心身ともにリフレッシュされていました。

※老止座から改名



― 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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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。

空気の乾燥が気になる時期になりました。風邪やインフルエンザ、コロナ感染症の予防に充分配慮しながら、
健康に過ごしていきたいと思います。当施設では、先月から風邪症状がみられる方が何名かおりますので、マ
スク着用と手指消毒の声掛けを行っています。まだ定着していない利用者もいらっしゃいますが、職員が促し
をすることで改善できればと思っています。今年度も残り2ヶ月となりましたが、利用者の皆様と豆まきやバイ
キングを楽しみ、健康に過ごしていきたいです。

1月22日に行われた保育のつど
い。みんなの声援を受けていざ本
番へ！舞台で堂々と発表した5歳
児の姿に成長を感じました。今は
豆まき会へ向けておにのお面を制
作中…。自分の中にはどんなおに
が住んでいるのかな？？ おにを追
い出すぞー！と意気込み十分👹

★2月の予定★

3日 豆まき会

7日 食育指導
15日 誕生会
16日 キッズ体操(2，3，4歳児)
25日 思い出遠足(5歳児)

☆自分の中にはおにがいる！？☆■３学期がスタート！

いよいよ1年間のまとめとなる3学期

がスタートしました。40日間ととても

短い学期ですが、様々なまとめを行い、

次の学年に向けての準備を行う大事な

学期です。また、3年生以上は今年度

で55年目を迎える鼓笛の練習、6年生

は卒業制作である裂き織り体験等、伝

統を引き継ぐ活動にも取り組んでいま

す。どの学年も、次のステージに向け

ての準備が始まっています。

■児童会も新年度役員にバトンタッチ
1月28日の役員選挙で新役員が決定

し、早速、初仕事の「6年生を送る
会」に向けて活動を始めています。新
役員を中心として全校で力を合わせ、
児童会活動の更なる発展を目指し頑
張っています。

■２月の行事予定

7日 新入生一日体験入学

→縮小して実施
15日 参観日→中止
24日 ６年生を送る会
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【問合せ先】健康福祉の里 健康推進係 ☎68-3185（係直通）

STOP ! 受動喫煙! ～マナーからルールへ～
2018年７月、健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年４月から全面施行されました。

＜施設・場所によって喫煙場所が明確化＞
敷地内禁煙 学校、児童福祉施設

病院、診療所、バス、タクシー
行政機関の庁舎 など

原則
屋内禁煙

事務所、工場、飲食店、鉄道、
フェリー など

＜改正のポイント＞
●望まない受動喫煙をなくす
●受動喫煙による健康への影響が大きい
子どもや病気の人などに特に配慮する
●施設・場所ごとに喫煙できる場所、でき
ない場所を明らかにし、提示を義務づける

受動喫煙とは、他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされること。
副流煙（たばこの先から出る煙）に含まれる有害成分は、吸い込む煙以上です。
加熱式たばこについても有害物質は含まれ、 （吸っている人の口から出る煙により）
受動喫煙は発生します。

★楽しかった冬休み
児童館では冬休みにたくさん

の行事を行いました。新年のお
楽しみ会では、「書初め」やト
ラの面づくり、縁起物の「つ
る」を折り紙で折る体験に挑戦
しました。また、バスに乗って
「こども本の森」へ出かけまし
た。たくさんの本で出来た迷路
のような建物を散策し、珍しい
本なども見てきました。
今年もいろいろな事をたくさ

ん体験し、やさしくたくましい
心と体を育てていきたいと思い
ます。

★２月の行事予定★

8日 5年生打ち合わせ

10日 誕生会
17日 6年生を送る会
24日 けん玉級位認定



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

2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
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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！》

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）

綾織町支えあいネットワークは、綾織町で要
望をいただいた、高齢者世帯の除雪を行って
おり、一緒に作業できる方を募集しています。
作業時間は１時間程度で、報酬もお支払い致
します。詳しくはお問合せ下さい。

連絡先：綾織地区センター（☎62-2838）

除雪の有償ボランティア
メンバー募集中です‼

千葉家学習会

綾織っ子
パトロール

(地）

ヨガ教室(地）

ヨガ教室(地）

ヨガ教室(地）ワークショップ
(地）

豆まき会(保）

思い出遠足(保）

キッズ体操(保）

誕生会(保）

食育指導(保）

体験入学(小）

6年生送る会(小）

～ワークショップ開催のお知らせ～

２/22（火）１８：３０～
（綾織地区センター 大広間）

綾織町をよりよくするた
めの意見交換の場です！
是非ご参加ください！！

誰でも参加OKです！！
気軽にお越し下さい！

誕生会(児）

5年生
打ち合わせ

(児）

6年生送る会(児）

けん玉級位認定
(児）

天皇誕生日

建国記念日


