地区の皆様が気軽に集える、そ
れが「こだまサロン」です。
今回のこだまサロンは、『昔なつ
かしの料理作り』を行います。ぜ
ひ、お誘い合わせのうえ、ご参加
下さい。
敬老の日である９月１９日（月）に社会福
祉協議会田沢支部（西山道雄支部長）主催に
よる田沢地区敬老会が行われました。会場に
予定していた三沢西部小学校体育館が耐震問
題で使用できないということで田沢コミセン
での開催となり、田沢地区内の数え７１歳以
上、１８４名の皆さんにご案内し、５８名の
方のご出席を頂きました。
米沢市長様をはじめ３名の来賓の方々に祝
辞を頂いた後、置賜農業高校演劇部による演
歌ショー『夢芝居』を鑑賞しました。「津軽
海峡冬景色」・「祝い酒」・「お祭りマンボ」
などの演歌に合わせての華麗な舞踊、ユーモ
アを交えた振り込め詐欺防止コントを披露し
ていただき、笑いのたえない楽しい敬老会と
なりました。

月 日 １０月２７日（木）
時 間 １０時〜１３時
会 場 田沢コミュニティセンター
内 容 「昔ながらの料理作り」
参加費 ３００円
申込み締切 １０月２４日（月）
問合せ先 田沢コミセン まで

発行： 田沢コミュニティセンター

１

対象団体

２

対象事業

３

補助金額

※︵ ︶内について特に記載のないものは︑
田沢コミセンが会場になっているものです︒

２２２戸
７４０人
３７２人
３６８人

１日︵土︶ 福寿会輪投げ︵午前９時半︶
２日︵日︶ 三西小３・４年学年行事︵午前９時︶
４日︵火︶ 安協田沢支部︵午後７時︶
５日︵水︶三西小ＰＴＡ・三沢西部小学校・
田沢コミセン 共催
﹁須貝智郎 スクールコンサート﹂
︵午後２時半︶
自動車文庫アタゴオル︵午後３時︶
６日︵木︶ 米沢弘和会健康教室︵午後２時︶
７日︵金︶ 安協田沢支部︵午後７時︶
８日︵土︶ サークルプルメリア︵午後７時半︶
１１日︵火︶ 環境対策説明会︵午前９時半︶
福寿会輪投げ︵午前９時半︶
１５日︵土︶山の学校﹁旧大峠紅葉散策﹂
︵午前９時半︶
１６日︵日︶ 三西小１年学年行事︵午前９時︶
我妻徳雄市政報告会︵芋煮会︶
︵午後５時︶
１８日︵火︶ 福寿会輪投げ︵午前９時半︶
三西小感謝の会︵午前１０時︶
２２日︵土︶サークルプルメリア︵午後７時半︶
２５日︵火︶ 福寿会輪投げ︵午前９時半︶
２６日︵水︶ ほっとの会︵午後１時半︶
２７日︵木︶ こだまサロン﹁料理作り﹂
︵午前１０時︶
２９日︵土︶三西小学習発表会︵午前９時︶
３０日︵日︶田沢地区文化祭︵午前９時半︶

世帯数
人口
男
女

前月比
（+１）
（０）
（-１）
（+１）
８月末日現在

10

町内会、各種団体
※なお、同事業に他の公的補助
金等を受けている場合は対象外
現在活動している団体で看板、
新規の事業等の経費
（但し食糧費は除く）
１団体 100,000円上限
（５団体まで）

４

提出書類
①補助金交付申請書（コミセンにあります）
②見積の写し ③団体会則
④事業計画書及び予算書
⑤事業終了後、事業報告書及び収支報告書
５ 提出期限
平成23年10月3日（月）〜10月15日（土）
６ 申込み先 田沢コミュニティセンター

℡ ３１−２１１１
fax ３１−２９３７
E-mali tazaw-co＠ms5.omn.ne.jp

九 月 五日 ︵ 月︶ か ら八 日 ︵木 ︶ まで
の四 日 間は 米 沢市 立 第三 中 学校 か ら三
年生 の 藁科 和 輝さ ん ︵下 中 原︶ と 後藤
正佳 さ ん︵ 入 田沢 ︶ が︑ 十 四日 ︵ 水︶
から 十 六日 ︵ 金︶ ま では 仙 台大 学 二年
の我 妻 晃旗 さ ん︵ 上 中原 ︶ が職 場 体験
に来ま した︒
事 業 のお 手 伝い ︑ 田沢 福 寿会 と の交
流︵ 輪 投げ ︶ ︑コ ミ セン 施 設の 掃 除を
一生懸 命行って くれま した︒
私 た ち職 員 も楽 し く仕 事 をさ せ て頂
きまし た︒お疲 れ様で した︒

一人で楽しむにはもったいない、ただ置い

藁科和輝さん（左）後藤正佳さん（右）
芋煮の調理をしてもらいました。
３１−２１１１

問い合わせ
田沢コミュニティセンター

※平 成１ ６年４ 月に 提出 され た家 族カ ード を元
に作成 しま した︒ 年齢 は数え 年で す︒

ておくのはもったいない物をどうか「もっ
たいない屋」へご寄付下さい。
田沢では身の回りに当たり前にあるもの
でも、市街地の方は大変喜ばれます。
（昨年の例：木酢液・灰・菊・パン・なめ
こ・くるみ・古代米・お手玉・古本・ヘア
ゴム・植物の種・つま楊枝入れ・巾着・ぬ
いぐるみ・衣類・日用品）
※品物の搬入は１０月２５日（火）からお
願いします。

我妻晃旗さん
こだまサロン「リングゴ
ルフ」にて準備体操の指
導をしてもらいました。
※木魂祭の詳しい内容は、１０月１５日のお知ら
せ号に掲載しますので、ぜひご覧下さい。

※作品に添付する個表を、１０月１５日
号でお届けしますので、ご利用下さい。
作品搬入は１０月２５日（火）からと
なります。

今年も木魂祭の季節がやってきます。
今年の文化祭もさまざまなイベントや出店を準
備しております。ぜひお越しください。
【展示】趣味の作品展・三西小児童作品展
サークルなどの企画展示
テーマ展示「草木塔資料展示」
【体験コーナー】
☆ほっとの会― ペットボトル工作
☆田中大次さん ― 折り紙
☆木工遊具遊び
【イベント】
◇個人・団体によるステージ発表
◇リンゴ皮むき、ラムネ早飲み大会
ビンゴ大会（豪華賞品あり）
◇無料モチふるまい
三西小の子供達が丹精込めて作った
もち米を使用します
※来場者お一人様へあんこと納豆を
２個づつ配布いたします。
◇もったいない屋
◇模擬店（きのこ汁・もち・ピザ）
◇各団体による出店
農作物・飲食物等の販売

絵・写真・手芸品・木工作品など作品
展示を募集します。家で作って楽しんで
いる、または習い事で作った作品など、
展示してみませんか？

九 月十五 日︵ 木︶︑ 田沢コ ミセ ン主催 に
よる こだま サロ ン﹁リ ングゴ ルフ ﹂を行 い
まし た︒
こ のリン グゴ ルフは 輪投げ とゴ ルフを 合
わせ たニュ ース ポーツ で︑講 師で ある赤 木
真知 子さん にル ールを 教えて 頂き ながら プ
レー しまし た︒ コース ごとに 右手 で投げ る
コ ース︑ 左手 で投げ
る コース が決 められ
て おり︑ はじ めはな
か なか思 い通 りにリ
ン グを投 げら れず悪
戦 苦闘す る姿 も見ら
れ ました が︑ 次第に
コ ツも分 かっ て︑ナ
イスショットを連発︒
皆さん秋晴れの下︑
リ ングゴ ルフ を楽し
みま した︒

九月十一 日︵日︶ ︑第
四十三回市 民総合体 育大
会の最終種 目である ﹁陸
上競技﹂が に行なわ れ︑
全日程が終 了︒今年 度の
田沢地区の 総合順位 は︑
十七地区中十六位 でした︒
出場された選手の 皆さん︑
お疲れ様 でした ︒

ＮＨ Ｋの ニュ ー ス番 組﹁ やま がた ニ ュー
ス アイ 山 形の 自然 ﹂に 出演 して いる 白壁
洋 子氏 をお 迎え して の﹁ たざ わ山 の学 校﹂
の 最終 講座 ︵第 四回 目︶ を開 催し ます ︒多
く の方 々の 参加 をお 待ち して おり ます ︒

︽開催日︾ 十月十五日︵土︶
︽時 間︾ 九時三十分〜十四時三十分
︽講 師︾ 白壁 洋子 氏
︵やまがた公益の森づくり支 援センター︶
︽内 容︾ ﹁旧大峠散策﹂
︽持ち物︾ 昼食︑雨具︑敷物︑筆記用具
タオル
︽服 装︾ 動きやすい格好
︽申込み締切︾ 十月十一日︵火︶
︽申込み先︾田沢コミセン ３１ ２
- １１１

九月十九日︵日︶に開催しました田沢
地区敬老会で参加者に配布いたしました
プ ログラ ムの寿詞 該当者 をご紹介 するペ ー
ジにおいて︑情野つねさん︵東側︶と伊
藤甲子さん︵下中原︶が抜けておりまし
た︒
誠に申し訳ありませんでした︒お詫び
申 し上 げ訂 正い たし ます ︒

