２月１２日（土）
１３：００〜１８：００
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︒

１日︵火︶ 管理運営委員会︵午後７時︶
２日︵水︶ こだまサロン
﹁キャンドル作り﹂︵午前１０時︶
３日︵木︶ ふるさと教室
﹁キャンドル作り﹂︵午前１０時︶
４日︵金︶ 民生委員会︵午後１時︶
８日︵火︶ おいたま草木塔の会 月例会
︵午後１時半︶
１０日︵木︶米沢弘和会︵午後２時︶
１１日︵金︶︱ 建国記念の日 ︱
１２日︵土︶田沢雪祭り︵午後１時〜６時︶
１６日︵水︶安協味噌作り講習会︵午後９時半︶
２６日︵土︶サークルプルメリア︵午後７時半︶
２８日︵月︶昔語りの会︵午後１時半︶

自動車文庫アタゴオル

会 場

今月 は２月１日︵火︶

日 時

午後３時〜３時３０分

★ 返却予 定日 は守 りま しょ う

前月比
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★ 雨で濡 らさ ない よう にし まし ょう
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★来 月は １ 日︵ 火 ︶と ２ ９日 ︵ 火︶ で す︒
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２

一緒にかまくらや雪ぼんぼりを作り
ませんか。興味のある方は、田沢コ
ミセンまでご連絡をお願い致します。

雪だるまコンテスト、カルタ取り、宝探しなど楽しいイベント盛りだくさん
豚汁・甘酒・モチの振る舞いも行いますので、ぜひお越しください。

今月 は「省 エネ
ルギ ー月間 」で
す。 地球温 暖化
防止 のため 、エ
ネル ギーを 大切
に使 うよう 心掛
けましょう。

１月１８日（火）に、インフルエンザ注
意報が発令されました。
感染予防の基本である「手洗い」、「う
がい」、「せきエチケット」に加えまし
て、「適切なマスク着用」、「こまめな
換気」を心がけ、感染拡大防止に努めて
くださるようお願いします。
発行： 田沢コミュニティセンター

１月１２日（水）のふるさと教室「だんごの木飾り」

毎日、雪が降り、除雪や雪おろしに皆さんご
苦労されていることと思います。
現在、田沢地区でどのくらいの積雪量がある
か気になるところですが、毎日２回積雪量を測っ
て市に報告している方（上中原地区）によりま
すと、１９１㎝積っているようですよ。ちなみ
に、昨年は最大で１８６㎝降ったとのことでし
た。もっと降っているようなイメージなのです
が、昨年の最大積雪量とあまり変わらないんで
すよねぇ〜。今年は短期間でドサッと降ったか
らいっぱい降っているように思うんですかね。
さて、宮崎と鹿児島の県境にある霧島山が噴
火し、住宅の窓ガラスが割れたり、また農作物
が大変な影響を受けているようです。こういう
様々な災害のニュースを聞くと、雪は雪で大変
なのですが、田沢は噴火や洪水などの災害もな
いので、いい所だなぁ〜、なんて思っています。
まじめな事書いてしまいました（＾＾；
℡ ３１−２１１１
fax ３１−２９３７
E-mali tazaw-co＠ms5.omn.ne.jp

☆荒澤 教明 様（下の町）
叙勲・端寶雙光章・厚生労働大臣表彰
山形県知事表彰
米沢市長表彰

☆西山 道雄 様（入田沢）
法務大臣表彰

☆伊藤 ちゑ子 様(上の町）
米沢地区交通安全協会・米沢警察署長連名表彰
優良運転者（金章）

☆遠藤 順子 様（下の町）
米沢地区交通安全協会・米沢警察署長連名表彰
優良運転者（銀賞）

☆高谷 政市 様 (田沢駐在所 巡査長）
米沢地区交通安全協会・米沢警察署長連名表彰

☆我妻 恵美子 様（東側）
山形県警察本部長・山形県交通安全協会長連名表彰

☆高橋 典子 様（上の町）

田沢地区の受付
・受付日
２月２１日（月）
・受付時間 ９時〜１５時３０分
・申告会場 市役所６階大会議室
※指定された日時に申告できない方は、
２月１８日（金）、２７日（日）、３月１０日
（木）、１１日（金）、１４日（月）、１５日
（火）に市役所６階大会議室で申告できます。
★申告期限（３月１５日）が近づくと大変混雑し
待ち時間が長くなります。早めの申告をお願い致
します。
ご不明な点につきましては、
税務課市民税係 ℡２２−５１１１まで

防犯功労者表彰

☆伊藤 甲子 様（下中原）
米沢市老人クラブ連合会会長表彰

☆後藤 隆 様（下の町）
米沢市衛生組合連合会会長表彰

☆五十嵐 佐代子 様（神原）
米沢市衛生組合連合会会長表彰

☆伊藤 清幸 様（下の町）
米沢市花いっぱい運動推進協議会表彰

☆福永 幸市 様（上の町）
米沢警察署長感謝状

協力者表彰

☆佐藤 祐美 様（上の町）
米沢警察署長感謝状

協力者表彰

☆米沢市立三沢西部小学校 緑の少年団
社団法人

国土緑化推進機構表彰

優良賞

☆田沢コミュニティセンター
米沢地区交通安全協会・米沢警察署長連名表彰

市 民総 合 体育 大会 がス キー
競技からスタートします︒
田沢地区の選手を皆さん
で応援しましょう︒

場 小 野川 スキー 場

上記に該当し、表彰を希望される方は、平成２
３年２月１０日（木）まで申込み用紙（コミセン
にあります）に必要事項を記入し、無事故無違反
証明書を添えて、米沢地区交通安全協会までお申
し出下さい。
お問い合わせ 米沢地区交通安全協会事務所
℡２１−３３３８
※無事故・無違反証明書の申込み用紙は米沢警察
署や各交番、駐在所にございます。

米沢市防犯協会長表彰

開催日 二月 二十 日︵日 ︶

３．上申する場合は１家族で１名とさせて頂
きます。
４．以前に優良運転者の受章がある方はそこ
から１０年の経過が必要です。

功労者表彰

☆伊藤 正則 様（上の町）

会

表彰対象となる方は
１．米沢、川西居住の交通安全協会会員の方
（更新時に協会費をご協力頂いた方）
２．ペーパードライバー以外で、無事故無違
反歴が１５年以上が金章、１０年以上が
銀賞、５年以上が銅賞となります。

コミュニテイセンターを使用する団体は減免申請を２
月下旬まで行って下さい。
決裁には時間がかかります。提出が遅れますと、年
度初めから決定が通知されるまでの期間の使用は有料
となりますのでご承知置き下さい。
①米沢市教育機関使用料減免申請書
②減免団体調書・役員名簿
③平成２２年度活動実績及び平成２３年度活動計画
④会則・規則
⑤平成２２年度収支決算
及び平成２３年度収支決算案
※①と②の用紙は田沢コミセンで用意しております。

山形県交通安全協会長表彰

◆お願い◆
小野 川スキ ー場 周辺の 駐車 場
のス ペース が限 られて おり ま
すので︑相乗り のご協
力をお願い致します︒

米沢地区交通安全協会の優良運転者表彰は、平成
２３年５月２８日の定例総会時に実施されます。

※減免申請とは？
米沢市の教育機関等施設を使用する場合、その
使用料の減額または免除を受けるた めに行なう申請
が減免申請です。

ちに草木塔の大切さを
改めて感じさせてくれ
るものとなりました︒
第二部では︑安部三
十郎米沢市長︑我妻徳
雄市議会議員より祝辞
を︑叙勲・端寶雙光章・
厚生労働大臣表彰をさ
れ まし た 荒澤 教明 様
︵下の町︶より受章者
代表あいさつを頂きま
した︒
第三部では︑田沢な
でしこ会の皆様に華麗
な祝踊を披露して頂き
ました︒

昨年から各コミセンを会場とした市・県民
税申告相談受付を市役所会場に統合しました。
コミセンでは行いませんので、お間違えのな
いようお願い致します。

一 月 八日 ︵土 ︶ ︑
﹁田沢地区新春顔合わ
せ会兼表彰受章祝賀会﹂

《月 日》２月２日（水）
《時 間》１０：００〜１２：００
《場 所》田沢コミュニティセンター
《内 容》手作りキャンドルで心を癒そう
《講 師》赤木 真知子 氏（下の町）
《持ち物》エプロン
お菓子箱（キャンドルを入れて持ち
帰るため）
《参加費》３００円
《申込み》参加希望の方は田沢コミセンへ
申込んで下さい。
《問い合わせ》田沢コミセン 31-2111

（順不同）

が田沢地区委員会︵委
員長・橋本君男さん︶
と田沢コミュニティセ
ンター運営協議会︵委
員長・藤倉文夫さん︶
共催により開催しまし
た︒ 第一部では︑話題
提供として米沢市立東
部小学校の校長先生で
ある小形義和さんが制
作したＤＶＤ﹁草木塔
のこころ﹂を視聴しま
した︒このＤＶＤは置
賜地区視聴覚機材コン
クールにおいて特選に
選ばれた作品で︑私た

2月１２日（土）・１３日（日）
に「第３４回上杉雪灯篭祭り」
が開催されます。
今年も開催にあわせて、２月
１２日（土）の夜に自宅前の道端に雪ぼんぼ
りを作って灯してみませんか。（点灯は６時
から）
灯してみたい方はキャンドルを差し上げま
すので、ぜひ田沢コミセンへお越しください。
キャンドルの引渡し（無料）は
２月９日（水）・１０日（木）に行います。
※キャンドルの数に限りがありますので、ご
了承をお願い致します。

今回のこだまサロンは「キャンドル作り」
を行います。皆さんお誘い合わせの上、ぜひ
ご参加下さい。

１月１２日、ふるさと教室「だんご
木飾り」を田沢コミセンで行いました。
講師の佐藤昌さん（紙漉）にだんごの木を
飾る理由（秋の豊作並びに養蚕(繭）の豊作
を祈願するため）や飾り方の説明をして頂き
ながら、三西小の１・２年生は楽しく紅白だ
んごやふなせんべいを飾りました。

