２月２５日（土）
１３：００〜１７：３０
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︵水 ︶ こだま サロン ﹁キャ ンドル 作り﹂
︵午前１０時︶
６学年保護者会︵午後７時︶
２日︵木︶ ふるさと教室﹁キャンドル作り﹂
﹁キャンドル作り﹂︵午前１０時︶
３日︵金︶ 三沢地区民生委員会︵午後１時半︶
１１日︵土︶︱ 建国記念の日 ︱
田沢地区体育協会︵午後１時︶
１５日︵水︶青パト出発式︵午後３時︶
１８︵土︶ 田沢地区体育協会︵午後３時︶
１９日︵日︶味噌作り︵午前１０時︶
田沢地区体育協会︵午後３時︶
２２日︵水︶昔語りの会︵午後１時半︶
２５日︵土︶田沢雪まつり︵午後１時︶

会 場

自動車文庫アタゴオル

日 時

今月 は２月１日︵水︶・２８日︵火︶

午後３時〜３時３０分

１月１２日（木）、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。
講師の鈴木本雄さん（下の町）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などを飾りました。飾
り終えた後、コミセン職員が作ったみたらし
やきな粉のだんごを美味しそうに食べていま
した。
だんごの木は、三沢西部小学校の１年生と
２年生の教室前と田沢コミセンのホール前に
飾っています。ぜひ、ご覧下さい。

★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２ ７日 ︵火 ︶で す︒
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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。

雪像コンテスト、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・もつ鍋・甘酒・焼もち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。

※計測場所は下中原です。

日時 ２月１９日（日）午前１０時より
場所 田沢コミュニティセンター
講師 秋葉麹味噌醸造（株）
会費 実費（4,000円）桶他材料費込）
持ち物 エプロン、三角巾
申込み締切 ２月１０日（金）まで
申込み先 田沢コミセン 藁科まで
発行： 田沢コミュニティセンター

ある日、入田沢のＨさんがコミセンに来館し
た時「テレビでラーメンさ、生クリームかけて
食べると美味しいって言ってだがら、今度食べ
でみっぺ。」という話になり、つい最近食べて
みました。
普通にラーメンを作りそこに生クリームを入
れるのだが、何もためらわずドバドバと生クリー
ムを入れるＨさんに始めは戸惑いながらも、私
も結構入れて食べてみました。
なんと、これが結構美味かったです。ちょっ
とした豚骨らーめん風で。
皆さんもぜひ、お試しください（＾-＾）

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

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２３年度活動実績及び平成２４年度活動計画
④会則・規則
⑤平成２３年度収支決算
及び平成２４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。

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。

☆大友 恒則 様（神原）
叙勲・藍綬褒章
☆赤木 正幸 様（東側）
全国農業共済協会会長表彰（功績者）
☆後藤 隆 様(下の町）
山形県職業能力開発協議会長表彰
置賜地区衛生組織連絡協議会表彰
米沢市市民憲章推進協議会表彰
☆鈴木 本雄 様（下の町）
山形県置賜社会教育振興大会表彰
☆三原 一 様 (東側）
山形県交通安全協議会会長（県知事）表彰
☆西山 道雄 様（入田沢）
米沢市民福祉大会表彰
☆赤木 毅 様（下中原）
米沢市永年在職地区委員感謝状
☆齋藤 博 様（入田沢）
米沢市老人クラブ連合会会長表彰
☆藁科 靖子 様（下中原）
日本赤十字米沢地区役職者功労表彰
☆我妻 己一 様（神原）
米沢地区交通安全協会長・米沢警察署長連名表彰

優良運転者表彰（金章）
☆伊藤 清幸 様（下の町）

《月 日》２月１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）
《問い合わせ》田沢コミセン 31-2111

二月十九日︵日︶
小野川スキー場

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︒

開催日
会 場

競技開始 午前十時〜

道 の駅田沢の駐車 場にて販売
しておりましたが︑一月二十七
日から左記の場所で販売してお
ります︒ぜひ︑こちらで
お買 い求 めく ださ い︒

営業 場所

米沢市御廟二 九‑十

︵米沢信用金庫御廟支店の左隣︑
つた 花屋 の向 かい にな りま す︶

営 業時 間

午前十一時
〜午後六時三十分

◆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︒

・受付日
２月２０日（月）
・受付時間 ９時〜１５時３０分
・申告会場 米沢市役所大会議室
★指定された日時に申告できない方は、
２月１５日（水）・２２（水）・２６日（日）・
３月６日（火）・１２日（月）〜１５日（木）
に申告して下さい。
◆ご不明な点は、
税務課市民税係 ２２−５１１１まで

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。

（順不同）

こ会 の皆様に 華麗な祝 踊を
披露して頂きました︒

市・県民税申告相談の受付（田沢地区）

※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。

一 月十 四 日︵ 土︶ ︑ ﹁田
沢 地 区新 春 顔合 わせ 会 兼表
彰 受 章祝 賀 会﹂ 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 の 式典 では ︑ 町田
富 保 米沢 副 市長 ︑我 妻 徳雄
市 議 会議 員 より 祝辞 を ︑山
形 県 置賜 社 会教 育振 興 大会
表 彰 を受 賞 され まし た 鈴木
本 雄 様︵ 下 の町 ︶よ り 受章
者 代 表あ い さつ を頂 き まし
た︒
第 二部 で は︑ 田沢 な でし

米沢地区交通安全協会の優良運転者表彰は、平成
２４年５月開催予定の定例総会時に実施されます。
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
銀章、５年以上が銅章となります。
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。
上記に該当し、表彰を希望される方は、平成２
４年２月１０日（金）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。（なお、無事
故無違反証明書は申請してから１週間ほどかかり
ますので、お早めにお申し込みください。）

米沢地区交通安全協会長・米沢警察署長連名表彰

優良運転者表彰（銀章）
☆西山 良英 様（入田沢）
米沢地区交通安全協会長・米沢警察署長連名表彰

優良運転者表彰（銅章）
☆米沢市立三沢西部小学校 様
第３７回交通安全自転車県大会第３位
☆あざみの会 様（入田沢）
田沢地区委員会・コミセン感謝状

建物の屋根から雪が落ちないとお困
りの方は、ジェットヒーターをお貸ししますの
で、ぜひ、ご利用下さい。なお、使用料として
１，０００円頂きます。
◆使用燃料

灯油
◆燃料消費 強（3.3L/１時間）弱（2.7L/１時間）
◆油タンク容量
３８Ｌ
※満タンでお貸ししますので、
満タンにしてお返しください。
★問合せ

田沢コミセンまで

2月１１日（土）・１２日（日）に「第３５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１１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８日（水）〜１０日（金）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。

