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 ９月１８日（月）１０時から母畑温泉八幡屋にて第６６回母畑 

地区敬老会が９３名の参加の下開催された。 

 敬老会式典は、瀬谷長一副実行委員長（母畑自治センター長） 

の進行で開会のことばを榊枝利光副実行委員長（民生児童委員方 

部長）が行いスタートした。挨拶は主催者挨拶を加納武夫石川町 

長が行い、実行委員長挨拶を添田安夫母畑地区区長会長が行なった。 

 敬老祝金の贈呈は、加納町長より７５歳到達者（１６名）代表の 

北山区 添田嘉隆様に手渡された。    

 続いて８８歳到達者への特別敬老祝金は１６名を代表して湯郷渡区 塩田フミ様に手渡された。 

金婚夫婦への表彰は、平田文男副実行委員長（母畑長寿会会長）より５組の代表で上母畑区 関根武 

夫・清子夫妻へ手渡された。記念品贈呈は８０歳到達者（１６名）代表の上母畑区 西牧 巖様へ長寿 

座布団を添田実行委員長より手渡された。来賓祝辞は県議会議員円谷健市様、町議会議員永沼一夫様 

から頂いた。続いて来賓者紹介、祝電披露を行った。おじいちゃん・おばあちゃんへの手紙コンクー 

ル発表は、石川小学校３年十文字美紅さん（塩田和良・ウメさんの孫）が『やさしいおばあちゃんへ』 

、石川中学校３年永沼紗矢香さん（永沼節子さんの孫）が『これからを込めて』を発表した。謝辞は 

７５歳敬老者を代表して母畑第一区の近山一夫様が述べられた。最後に式典の閉会のことばを大野 繁 

副実行委員長（母畑第一区長）が行い終了した。 

 祝宴の部は野本榮一副実行委員長（企画推進委員会会長）の進行で乾杯のご発声を平田副実行委員 

長が行いスタートした。 アトラクションのスタートはカラオケで『命咲かせて』を木戸英子さん、 

『夕月おけさ』を蕪木利子さん、『みぞれ酒』を大串節子さん、民謡で『相馬土搗唄』を添田常勝さん 

等が自慢の喉を披露した。日本舞踊では、塩澤カツヨさんが『会津山の神』、鈴木光子さんが『富士』 

を華やかに披露した。次は毎年好評である軽運動の健康体操を保健福祉課 緑川真理子さんの指導で椅 

子に座ったままできる体操を行った。最後は、盆踊りを母衣旗盆踊り保存会の会員と敬老会出席者の 

協力で会場を一周する程、踊りに参加し盛り上がりました。万歳三唱は、瀧口 徳人副実行委員長（上 

母畑区長）の音頭で行われ、閉会のことばを大串正典副実行委員長（北山区長）が行い、敬老会が無事 

終了した。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６６回母畑地区敬老会が開催された！ 

母 畑 自 治 セ ン タ ー だ よ り  

開会のことば 

を述べる榊枝 利光 

副実行委員長 

実行委員長の 

挨拶をする 

添田 安夫 

母畑区長会長 

敬老会に出席された皆さん 祝宴のアトラクションで 

盛り上がり盆踊りをする 

敬老者の皆さん 

主催者挨拶をする加納町長 

今月の題字 （２６１）中３ 緑川 愛花 さん  



第６６回母畑地区敬老会を写真で見る！！ 

式典の司会進行する 

瀬谷センター長 
金婚夫婦表彰 代表 関根 武夫・ 

清子夫妻と平田長寿会長 

特別表彰（88歳）代表 

  塩田 フミ様と加納町長 

75歳到達者敬老祝金 代表 

 添田 嘉隆様 と加納町長 

祝宴の進行する 

野本 榮一 

副実行委員長 

祝宴の乾杯音頭 

平田 文男副実行委員長 
謝辞 敬老者代表 近山 一夫様 

・加納町長・添田実行委員長 
日本舞踊で会場を盛り上げて頂いた 

塩澤 カツヨ様・鈴木 光子様 

カラオケで会場を盛り上げて頂いた 

木戸 英子様・蕪木 利子様・大串 節子様・添田 常勝様 

母衣旗盆踊り保存会による 

盆踊り 

おじいちゃん・おばあちゃんへの 

手紙コンクール発表者 小3 十文字 

 美紅さん・中３ 永沼 紗矢香さん 

閉会のことば 

を述べる大野 繁 

副実行委員長 

来賓祝辞をする 

円谷 健市県議様・永沼 一夫町議様 

８０歳到達者長寿座

布団贈呈 代表 西牧 

巖様と添田実行委員

長 

健康体操 

緑川 真理子（保健福祉課） 

閉会のことば 

を述べる 

大串 正典 

副実行委員長 

万歳三唱 

瀧口  徳人 

副実行委員長 



文化祭・カカシまつり事前役委員会開催、 
会場は旧母畑小体育館で決定する！！ 

9月に実施しました行事を紹介します！！ 

  9／24（日）第36回北山区スポ―大会開催 

         母畑レークサイドセンター   

                

               ＊ソフトボールの部 

                ・優 勝   菅 高 

                                                     ・2 位       入村山 

                                                     ・3 位       羽貫田 

                                                     ・4 位       荘 柏 

                                                     ・最優秀選手 桑沢 紅葉 

                                 

                

                                              ＊バレーボールの部  

                  ・優 勝      羽貫田 

                   ・2 位       菅   高 

                   ・3 位       入北山 

                   ・最優秀選手 國分 文枝 

 

 

                

                                             ＊スカットボールの部 

                ・優 勝      蕪木 聖和 

                   ・優 勝    大串 勇一 

                   ・3 位       鈴木 忠夫 

                                                     ・4 位       鈴木 喜代治 

                   ・５ 位      大串 美孝 

 

9/13（水）、/25（月）白菊学級 

   文化祭出展ランプシェード制作 

9/14（木）菊作り教室 文化祭出展・ 

      移動研修について検討 

   ９月20日（水）19時から第43回文化祭・第5回カカシまつり 

実行委員会事前役員会を開催した。9月29日（金）19時から実行 

委員会を開催前に役員会で開催日、場所、文化祭展示内容、イベン 

ト内容等について話し合った。結果は、開催日、文化祭展示内容、 

イベント内容については昨年同様で決定したが、開催場所について 

は、ねむの木まつりの会場で好評を博した“旧母畑小体育館”が 

役員全員で決定した。 

文化祭・カカシまつり事前役員会 

9/16（土）子ども神輿し 

9/21（木）民謡教室 文化祭ステージ 

      イベント出場を目指す！ 

                

9/21（木）陶芸教室 文化祭出展品制作 

                

9/7（木）、/22（金）ハーモニカ教室 

文化祭ステージイベント目指し 



  ＊第4３回母畑地区文化祭・第4回カカシまつり 

        ・日 時    １１／５ （日）８時３０分～1５時   

         ・場 所  旧母畑小学校 体育館   

１０月 の 行 事 

  1日（日）  6:00  北須川渓谷・みんなの農園草刈り  

  3日（火）  9:30  湯郷渡サロン   

                  講師：ニチイ学館 

  3日（火）19:00  自治協議会安全安心部会 

  4日（水）19:00  自治協議会福祉部会 

  5日（木）13:30  ハーモニカ教室 

  5日（木）19:00  民謡教室 

  7日（土）  7:00  そば打ち教室移動研修 寒河江市 

  7日（土）13:30  書道教室 

10日（火）13:30  下母畑サロン 

          講師：矢内 貴子（保健センター） 

10日（火）19:00  自治協議会生涯学習部会 

11日（水）19:00  レザークラフト教室          

    

 編集後記  秋の彼岸が過ぎ、朝夕が大変涼しくなってきました。周りに目やると収穫間じかの稲穂が頭を垂れ 

     ています。秋はスポーツの季節です。皆さん外に出て少しでも体を動かし、丈夫な体づくりに頑張り 

     ましょう。 

12日（木）  7:00  地域住民総合健診 

13日（金）  9:30  上母畑サロン 

          講師：廣田 智(理学療法士) 

17日（火）13:30  きたす会 

19日（木）13:30  ハーモニカ教室 

19日（木）19:00  民謡教室 

21日（土）13:30  書道教室 

22日（日）  9:00  石川町産業交流会 

22日（日）  7:00  衆議院議員選挙  

24日（火）13:30  きたす会 

25日（水）  8:00  白菊学級移動研修 日光方面 

25日（水）19:00  レザークラフト教室 

28日（土）13:30  書道教室 

   ９月５日（火）湯郷渡サロン 18名参加 講師：鴫原 亨仁（ひらた中央病院）、８日（金）上母畑サロン16

名 

参加 講師：降矢 ふく子（歯科療法士）、1２日（火）下母畑サロン 12名参加 講師：鴫原 亨仁（ひらた中央

病 

院）参加者の皆さんは、健康体操、口腔ケア等をしたりして健康寿命を延ばす為に頑張っています。 

湯郷渡・上母畑・下母畑各サロン 参加者の皆さん頑張っていますよ！ 

   ９月８日（金）９時から母畑長寿会（会長 平田文男）の 

会員12名の方々が母畑自治センターの周囲の長く伸びた草 

を刈払い機、草刈り鎌できれいに刈って頂きました。 

 ありがとうございました。お蔭様で大変きれいになりま 

した。 

   

１１月行事先取りのお知らせ ！ 

草刈りをする長寿会員 

母畑長寿会で草刈り奉仕作業 

湯郷渡サロン 上母畑サロン 下母畑サロン 
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