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一年間宜しくお願い致します。

平成２８年度の区長さん始め役員の皆さんには、一年間大変お世話になりました。
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母衣旗」  責任者 センター長 瀬谷 長一

平成２８年度地区総会が４地区で開催される！！ 
 母畑４地区の総会は、北山区が３月１２日（日）８時から北山地区研修集会所、９時から湯郷渡区が 

湯郷渡区公会堂で行われました。そして次の週の３月１９日（日）９時から母畑第一区が母畑自治セン 

ター、上母畑区も９時から上母畑地区研修集会所で各々開催されました。各地区とも全議案が原案通り、 

可決承認されました。 

 

    

      

今月の題字 （２５５）   中一 根本 郁弥 さん 

母 畑 自 治 セ ン タ ー だ よ り  

挨拶する鈴木新一北山区長 

挨拶する鈴木茂伸母畑第一区長 

挨拶する芳賀政重湯郷渡区長 

挨拶する杉本茂雄上母畑区長 



　　退任の御挨拶

　謹啓   陽春の候 皆様方におかれましては益々御清祥のこととお喜 

び申し上げます。

　さて私儀この度、平成25年４月から４年の任期が終了し、３月末

で母畑自治センタ－長の職を辞することとなりました。

在任中は、母畑地区の皆様方に何かとご支援・ご協力を賜り、誠に

ありがとうございました。衷心より厚く御礼申し上げます。

特に、各区長の方々や企画推進員会、まちづくり委員会の方々には大変お世話になりました。

深く感謝いたします。 

顧みますと、あっという間の４年間でした。この間楽しい思い出は、２０年ぶりに復活した盆

踊りです。地域の人が楽しみにしている行事になりました。又、残念な出来事は、やはり141

年の歴史ある母畑小学校の廃校でした。このように大きな出来事がありました。その他の行事

等は皆様のご協力でどの行事も地域の人に大変喜ばれ大成功に収めることができました。これ

も皆様方が自治センターの行事に積極的に参加された結果だと思います。以上の行事等に対し

て自分なりには精一杯務めてまいりましたが、至らなかった点につきましては、許して下さい

ますようお願い申し上げます。母畑の右も左もわからない私を地域の皆さん方々から温かいお

力添えを頂き自治センターの運営と事業推進に力量不足ながら職務を果たすことが出来ました。

ほんとうに有難うございました。

終わりに、地域自治協議会が早く設立され協議会を中心に母畑地域が益々発展し、活気にあふ

れた住みよい地域になりますとともに母畑地区の皆様方のご健勝、ご多幸を心から祈念申し上

げ、退任の挨拶といたします。

敬白 

前母畑自治センタ－長 　矢内陽介 

平成29年4月1日

矢内前センター長には、色んな行事で活躍していた頂きました。大変お疲れさまでした。 

6月 母畑地区スポーツ大会 7月 ねむの木まつり ４月 運営協議会総会 

9月 そば打ち教室移動研修 

８月 母衣旗盆踊り大会 

１月 地域づくり推進会 11月 菊作り教室移動研修 9月 母畑地区敬老会 
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湯郷渡サロン参加者による見学会実施    

 3月7日（火）湯郷渡サロン終了後、石川小・きららクリーンセンター・ゴミ焼却場・新役場等を18名 

で見学会を実施しました。 

 

きららクリーンセンターで所長より説明を聞く参加者 石川町役場見学で町長室にて記念撮影 

白菊学級 閉講式・健康講話実施 
 3月８日（水）健康相談（血圧測定）後に白菊学級の閉講式でＨ28年度の活動報告とＨ29年度活動計画説 

明が行われ、その後に健康講話；骨粗鬆症について 講師 加井千聡 保健師に行って頂きました。 

健康相談（血圧測定） 矢内センター長による閉講式 加井保健師による健康講話 

そば打ち教室・そば打ち愛好会定期総会開催 
 3月４日（土）9:30～そば打ち教室を２７名参加の下、１０割のそば粉で各自めいめいにそば打ちを行い、 

試食した。12:30からそば打ち愛好会総会を開き、Ｈ28年度事業報告、決算報告、Ｈ29年度事業計画と役員 

が行われた。次期役員は下記のように決定しました。 

 

 

第3回そば打ち教室 そば打ち愛好会定期総会 



                                                                                                                                                                                                                                                             
編集後記    3月31日で矢内陽介センター長が母畑自治センター長を辞めました。4年間の長きに亘り、母畑 
     地区の為にと尽力を注いで頂きました。母畑地区民を代表致しまして御礼申し上げます。今後は、 
     健康に留意し、ご活躍をご祈念致します。  
                後任の瀬谷長一センター長は、地元湯郷渡区出身です。母畑の皆さん宜しくお願い致します。 

14日（金）19:00 企画推進委員会                

15日（土）13:30 書道教室 

18日（火）13:30 きたす会 

19日（水）10:00 長寿会定期総会 八幡屋 

20日（木）  8:30 ぼばた五桜めぐり 

21日（金）13:00 ハーモニカ教室 

21日（金）19:00 まちづくり委員会 

25日（火）13:30 きたす会 

26日（水）18:30 レザークラフト教室 

27日（木）18:30 民謡教室 

28日（金）19:00 自治センター運営協議会総会 

29日（土）13:30 書道教室 

   3月7日（火）湯郷渡サロン 20 名 参加 講師：鴫原 亨仁（ひらた中央病院）、10日（金）上母畑サロン  

21名 参加 講師：鴫原 亨仁の２つのサロンは、健康体操をしました。 14日（火）下母畑サロン 18名 参加 

 講師：降矢 ふく子（歯科衛生士）による口腔機能向上について学びました。 

  

湯郷渡・上母畑 ｻﾛﾝ健康体操 を行う、下母畑ｻﾛﾝ 歯を大切に！ 

    1日（土）13:30  書道教室 

  1日（土）19:00  交通安全母の会総会 

  3日（月）13:00  辞令交付式 役場 

  4日（火）  9:30  湯郷渡サロン 湯郷渡公会堂 

         講師：廣田 智（理学療法士） 

  6日（木）13:30  ハーモニカ教室開講 

       講師：高原 榮征（石川町境ノ内）   

  11日（火）  9:30  下母畑サロン 

          講師：鴫原 亨仁（ひらた中央病院） 

  11日（火）13:30 区長委嘱状交付式 松多屋 

   12日（水）13:30 白菊学級開講式 

  12日（水）18:30 レザークラフト教室再講 

  13日（木）18:30 民謡教室 

  14日（金）  9:30 上母畑サロン 上母畑集会所 

        講師：大賀 桃江（保健センター）   

 

                     

 

        
 
 

４月の行事 

 

＊マイクロバスで巡る『ぼぼた五桜めぐり』開催します。 
 ・日     時：４月２０日（木）   8：30 出発～  

 ・募集 人員： 25名（先着順） 

 ・参  加  費：６００円（昼食代）    

 ・申込みは、母畑自治センター（26-1593）へお願い致します。 

 ※4/8(土)は、桜がまだ蕾なので大変申し訳ございませんが延期しました。 

 

＊4月28日（金）19：00 ～ 母畑自治センター運営協議会総会 

お 知 ら せ ！ 

上母畑サロン 湯郷渡サロン 下母畑サロン 
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