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、 ご近
所お誘い の合わせのう え、ご参加 下さ
い。
月 日 １０月２７日（水）
時 間 １０時〜１１時３０分
会 場 田沢コミュニティセンター
内 容 「料理作り」
持ち物 エプロン、三角巾
参加費 ３００円
（材料代２００円・お茶代１００円）
申込み １０月２２日 （金）まで 田沢
コミセンに申込んで下さい。
問い合わせ
田沢コミセン ３１−２１１１
米沢市健康課 ２１−８１８１
発行： 田沢コミュニティセンター

※︵ ︶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︒

３日︵日︶ 安協折鶴配布式︵午前９時半︶
三西小４・５年学年行事
午
( 前９時︶
５日︵火︶ 福寿会輪投げ︵午前９時半︶
７日︵木︶ 三沢コミセン︵正午︶
田沢バレー部︵午後７時半︶
９日︵土︶ サークルプルメリア︵午後７時半︶
１１日︵月︶ ︱ 体育の日 ︱
１４日︵木︶編集委員会︵午後７時︶
１６日︵土︶サークルプルメリア︵午後７時半︶
１７日︵日︶我妻徳雄市政報告会
︵午前１０時半︶
１９日︵火︶福寿会輪投げ︵午前９時半︶
２７日︵水︶こだまサロン
﹁昔なつかしの料理﹂︵午前１０時︶
３１日︵日︶田沢地区文化祭

自動車文庫アタゴオル

次回は１０月５日︵火︶

９月１９日(日）、社会福祉協議
会田沢支部（支部長・西山道雄さ
ん）主催による田沢地区敬老会が
三沢西部小学校で行われました。
田沢地区内の数え71歳以上の方、
１８５名の皆様にご案内し、５７
名の方のご出席を頂きました。
三沢西部小学校５・６年生によ
る迫力のある田沢太鼓の演奏や田
沢なでしこ会による華麗な民踊を
披露して頂いたりと、楽しく賑や
かな敬老会となりました。

午後３時〜３時３０分

前月比
（０）
（−２）
（−２）
（０）
８月末日現在

★ 返却予 定日 は守 りま しょ う

２２６戸
７６８人
３８６人
３８２人

★ 雨で濡 らさ ない よう にし まし ょう

世帯数
人口
男
女

10

田沢地区の ホ ーム ページ を開設して、半年くら
い経ちますが、一度は見て頂いたでしょうか？
ま た見てない方がおられま したら、ヤフーやグー
グル等の検索サイトで「田沢地区」と検索するとヒッ
トする ようです。
こ れほど充実した地区の様々な情報を提供して
いるサ イトはないと自負しており ます （＾＾）田
沢コミセ ンの 情報はもとより 、道の 駅・ 自彊会の 情
報、草木塔や田沢の植物や動物など、 地区内・ 地区
外の方がこ れを見れば田沢の すべてが分かる と
いっても過言じゃない立派な サイトに なっていま
す。先程から、いか にも私が作ってますみた いな話
を してま す けど も、 業者に 作って もらいま した 。
（＾＾; こちらでは、更新を行っています。
頻繁に 更新出来ればいいのですが、更新マ ミュ
アルを見なが ら行っているもの で、 なかな か思い
通りに 更新出来ず に悪戦苦闘しており ます 。慣れ
る までもう少しか かり そうです が、 様々な 情報を
更新していきますの で、ぜひ、ご覧ください。

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

問い合わせ
田沢コミュニティセンター

３１−２１１１

横綱
大関
関脇
小結

前頭

赤木スミさん（東側）94歳
佐藤利男さん（入田沢）92歳
星野貞一さん（紙漉）91歳
三原 覚さん（東側）90歳
高橋マサエさん（上の町）89歳
赤木とみさん（下の町）88歳
伊藤千代子さん（下中原）88歳
遠藤與市さん（入田沢）88歳

※平成１６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。
九月七
日︵火︶
から十日
︵金︶ま
での四日
間︑米沢
市立第三
中学校の
鈴木美緒
さん︵三
年生︶と
髙橋知美
︵三年生︶
が職場体験に来ました︒
敬老会で使う花紙 折りやコミセン施設
の掃除︑田沢福寿会 との交流︵輪投げや
グラウンドゴルフ︶ ︑草木塔を見学しな
がら周辺のゴミ拾い 等を一生懸命行って
くれました︒
四日間︑私たち職 員も中学生と楽しく
仕事をさせて頂きました︒

※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。

ありがとう
ございました

【イベント】
◇三沢西部小学校学習発表会
◇個人・団体によるステージ発表
◇ビンゴ大会（賞品をGETしよう！）
◇三西小によるモチふるまい
◇もったいない屋
◇模擬店（きのこ汁・ピザ）・出店
（農作物等）による販売

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）
田沢だけでは楽しむのがもったいない、た
だおい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。
※品物の搬入は１０月２６日（火）からお
願いします。

︽コミセン周辺の除草作業︾

【体験コーナー】
☆木様クラブ ― 木工体験
☆水墨画グループ ― 水墨画体験
☆田中大次さん ― 折り紙
☆高谷政市さん ― 木工遊具遊び

九月十八日︵土︶︑ 田沢福寿会の皆
さ んに田沢コミセン周 辺の除草をして
頂きました︒ありがとうございました︒

【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」

※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２６日（火）からと
なります。

二月 のスキ ー競技 でスタ ートし た
市民総合体育 大会
も 九月 十二 日 ︵日 ︶ に行
わ れた 陸上 競 技︵ 十 七地
区中十六 位 で)終 了︒今年
度 の田 沢地 区 の総 合 順
位 は十 七競 技 のう ち 九競
技 に出 場し ︑ 十七 位 でし
た ︒各 競技 に 出場 さ れた
皆さん︑お疲れ様でした︒

今年も木魂祭の季節がやってきます。
今年の文化祭は会場を三沢西部小学校に移し、
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。

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？

赤木ハルヨさん（東側）95歳
伊藤花子さん（下の町）94歳
佐藤なをさん（入田沢）94歳
西山みつさん（入田沢）93歳
赤木あささん（下の町）91歳
大友はなさん（神原） 91歳
伊藤長松さん（下の町）89歳
窪田うめさん（下の町）88歳
島扇キサさん（上の町）88歳
渡部やゑさん（紙漉） 88歳

防犯 ・交通米沢少年 隊は
発隊し てから今年で十 年目
となり ますが︑少年隊 の制
服にも 汚れなどが目立 つよ
うにな り︑制服の買い 替え
が 必至 の状 況に あり ます ︒
こ のようなこと から︑十月二 十四日
︵日 ︶に万世コミ ュニティセン ターで
行 われ る産 業まつ りで バザ ーを 出店 し︑
その 売り上げ金を 制服購入の資 金に充
てた いと考えてお りますので︑ 品物の
提 供を お願 い致 しま す︒
提 供して頂ける 品物は︑十月 十八日
︵月 ︶まで田沢コ ミュニティセ ンター
へ お願 いい たし ます ︒

田 沢 コ ミ セ ン九 月 号 に 折 り 込 み ま し た
﹁安協 だより ﹂におき まして ︑子供 自転車
大会山 形県大 会に出場 した田 沢Ａチ ームと
Ｂチー ムの出 場メンバ ーに誤 りがあ りまし
た︒
正しくは︑Ａチームが関場玲奈・後藤美咲・
赤木祐太・赤木翔太で︑Ｂチームが加藤巧・
伊藤遥香・佐藤初美・田村龍真・佐藤佑香・
佐藤羽菜でした︒
誠に 申し訳 ございま せんで した︒ お詫び
申し 上げ 訂正 いた しま す︒

現在、国勢調査が行われています。
調査票の記入はお済でしょうか？
国勢調査は、平成２２年１０月１
日現在、日本に住んでいるすべての
人及び世帯が対象です。
調査結果は、高齢者の介護・医療、若者の雇
用対策、児童福祉、地域の活性化など、私たち
の暮らしのさまざまな分野で役立てられる基礎
データになります。
記入していただいた調査票は、封筒に入れて
封をした上で調査員に渡して頂くか、市に郵送
で提出して頂きます。万一、調査票が届いてい
ない場合は、市にご連絡下さい。
問合せ／市役所総合政策課 統計調査担当
０２３８−２２−５１１１
内線（２８０７・２８０８）

田沢地区内において、先月２件ほど熊の目撃情
報が寄せられております。クマと遭遇しないため
に下記の内容を心がけ、ご注意をお願いします。
また、熊を見かけた場合は、田沢駐在所か田沢
コミセンに通報をお願いします。
１．クマに自分の存在を知らせてください。
クマは臭覚・聴覚が人より優れていますので、
人の接近をいち早く察知し、人を避けます。
ラジオ・笛・鈴などで音を出して行動してく
ださい。
２．クマは明るい場所を避けますので、見通しの
よい明るい場所で行動してください。クマの
糞、足跡などを見つけたらすぐに引き返すか
迂回してください。
３．早朝や夕方の外出は特に注意してください。
４．人家周辺でも細心の注意をしてください。

