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連日の大雪に皆さま心も身体も
お疲れのことと思います。思わぬ
雪の事故にあわないよう、安全に
は十分留意して作業を行っていた
だきたいと思います。
２月といえば節分。最近では「豆まき」だけでなく
「恵方巻き」と呼ばれる太巻き寿司を食べるご家庭も
増えているようです。食べるときのルールは、縁を切
らないように包丁を入れず丸ごと食べる。その年の幸
福を司る神様の居る方角（恵方）を向いていただく。
今年は「東北東やや右」。話すと運が逃げるので食べ
終わるまで口をきかない、の３つだそうです。そもそ
も発祥の地は大阪だそうですが、１９８９年に広島の
某コンビニエンスストアが販売を開始したのがきっ
かけで全国に認知度が拡大していったということで
す。
今年は雪が白い鬼に見えますが「恵方巻き」を食べ
て鬼退治！あと２ヶ月、ふんばりましょう！！

おじいちゃんもおばあちゃんも
子どもたちもみんな集まれ～！
子どもたちもみんな集まれ～！
－栄地区世代間交流会－
栄地区世代間交流会－

１月９日（木）、栄
婦 人 会 主催 に よる 栄
地区世代間交流会が
行われ、およそ９０人
の方が参加しました。
「梅リンピック」と題
した運動会では、大玉
梅の飛ばし（子どもの部）
転がしやイスとりゲ
優勝 柴田 楓さん 5m10
ーム、紅白玉入れ、
２位
高橋拓真さん 4m70
梅の種飛ばしなどが
３位 菅原汐莉さん 4m40
行われ、特に梅の種飛
ばしは、それぞれ助走をつけて飛ばす人、勢い余って
種がコロコロ転がった
方など様々で会場内は
大爆笑となりました。
栄童謡クラブでは、
お
正月にふさわしく
たこ たこ あがれ～♪－わんぱく教室－
「富士山」
「おうま」
「一
１月８日（水）、「横手
年中の歌」を輪唱しま
梅の種飛ばし（大人の部）
凧の会」の皆さんに凧の作
した。子どもさんたち
優勝 太田孝雄さん 6m75
り方を教えていただきま
が楽しみにしていた
２位 山中 稔さん 6m15
した。
「緒
「お菓子まき」のあと
３位 三嶋 貢さん 6m10
子どもさんたちにはあ
は、コマ回しやお手玉
らかじめ、凧の土台となる
やメンコ、けん玉、あやとりなどの昔遊びを教えても
紙に絵を描いてきてもら
らったり、栄グラウンドゴルフサークルの皆さんと打
い凧作りに入りました。今年の干支の午（うま）や一
ちっぱなしをして楽しく交流しました。
足お先に羊が描かれたもの、大好きなキャラクターな
昼 食は 栄 婦
ど個性あふれる作品がたくさんありました。その土台
人会特製の「梅
に竹を上下左右に貼り、紐をバランスよく通して完成。
お に ぎり 」 と
紐の通し方がミリ単位でずれると上手に揚がらない
「トン汁」をい
ということで手伝っていただきながら作りました。
ただき、思いっ
全員が完成したところで凧揚げを行いました。本当
き り 遊ん だ 子
は広い屋外で揚げたいところでしたが雪のためホー
ど も さん た ち
ルで揚げました。最初はなかなかコツを掴めず揚がり
からは「おかわり！」の声もたくさんあがり、心もお
ませんでしたが次第に加速するにしたがってホール
腹も幸せいっぱいになりました。
の天井近くの窓の部分まで揚げる事ができるように
「めんこい子どもたちとお話できて今日は楽しかっ
なりました。「凧はテレビでしか見たことが無かった
た」というお年寄りにたいして、子どもたちは「昔遊
けれど自分で作った凧を上手に揚げる事ができて嬉
びは難しかったけど教えてもらったら出来た！」と、
しい」と寒さも忘れて何度も挑戦していました。
お年寄りは元気を、子どもたちは遊びの中にある生活
横手凧の会の木島会長は「昔は広い場所でよく揚げ
の知恵を学ぶことができたようでした。
たものだ。今の子ど
もたちにも凧の楽
しさを知ってもら
ってどんどん体を
動かす遊びをして
欲しい」とおっしゃ
っておりました。

可愛いミニぼんでんを作りました
－公民館スタッフミステリー講座－
－公民館スタッフミステリー講座－
１月２１日
（月）、庁務補
助員の和賀準が
担当し「ミ二ぼ
んでん」を作り
ました。
毎年、上位入賞を果たしている「栄友和会」のメン
バーということもあり、ぼんでんの歴史や各パーツの
名称などを説明し製作に入りました。今回は折り紙を
使い、頭飾りには祝い鶴をのせ高さ３０ｃｍほどの可
愛らしいぼんでんが完成しました。「さがりと呼ばれ
る部分のひだをきれいに折る
のが難しかった」「遠くに居
る孫に送ってあげたい」とい
う方もおりました。
次回は３月。いよいよ最終
回！館長の黒沢が担当です。
どうぞ、お楽しみに！
今月の主催講座
編みもの教室
と き：２月７日（金）２１日（金）１３：２０～１５：２０
ところ：栄公民館 研修室Ａ
講 師：「あやとりの会」今寺啓子さん
婦人教養講座
と き：２月１２日（水）１０:００～１３:００
ところ：栄公民館 調理室 和室 A
内 容：「横手産ひき肉を使った餃子」を作りましょう！
講 師：婦人教養講座会員
飾れる！「折り紙講座」
と き：２月１８日（火）１３:３０～１６:００
ところ：栄公民館 研修室Ａ
内 容：「可愛いお雛さま」を折りましょう
お気楽もの作りサロン
と き：２月 毎水曜日 １３:３０～１６：００頃まで
ところ：栄公民館 研修室Ａ
申込み：不要 趣味で行っているものなどを
持ってお気軽に遊びにきてください。

雪の事故
事故に
に
気をつけて
をつけてください
ください！！
ください
！！
横手市では１月に入り雪下ろし中に屋根から転落した
とみられる死亡事故や除雪機械による事故などが発生し
ています。雪下ろしの際はヘルメットを着用し命綱をつ
けましょう。晴れた日は屋根の雪が緩み大変危険です。
気象情報などには十分注意し被害の予防に努めましょう。
また、雪のため倒壊する恐れのある危険な建物や軒下
には近づかないようにしてください。

除雪に
除雪に関する問
する問い合わせ先
わせ先
横手地域局 産業建設課建設担当

℡ ３２－
３２－２７２５

立派で可愛い「おうまさん」を布で作ってみませんか。
手縫いの優しい風合いを楽しみしょう。
と

き：２月１７日、２４日（月）10:00～16:00
※２回で完成となります。昼食をご持参ください。
ところ：栄公民館 研修室 A
講 師：大橋嘉子さん
費 用：１,１００円（２回で）
定 員：１５人 持ち物：裁縫道具
申込み：２月３日（月）からの
平日８:３０～１７：１５
まで栄公民館窓口か電話で
お申し込みください。
（栄公民館 33-5320

大屋梅の苗木注文のお知らせ

今年も大屋梅の苗木の注文を受け付けします。
ご希望の方はお電話にて下記期間中に
栄公民館（３３－５３２０）までご連絡ください。

受付期間：２月３日（月）～２月１０日（月）
平日８：３０～１７：１５まで
価
格：１本 １,２００円前後の予定
※ お申し込みの際に、お名前・ご住所・電話番号・
希望本数をお知らせください。
※ 苗木の配布は１１月中旬の予定となります。

２ 月 の 予 定 表
１（土）栄民謡同好会･ADVANCE･すみれｸﾗﾌﾞ
２（日）梅の里書道･栄野球ｽﾎﾟ少･舞ﾄﾞﾘｰﾑ
３（月）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ･よろず同好会･栄ﾐﾆﾊﾞｽ
４（火）栄ﾐﾆﾊﾞｽ･JA女性部･ﾊﾞﾚｰ友の会･RESET
５（水）婦人教養講座運営委員会･お気楽ｻﾛﾝ･栄民児協
貯蓄体操･３B体操･栄GG･横南小野球
６（木）詩吟教室･JA営農資材課･大正琴･円講座・栄ﾐﾆﾃﾆｽ
７（金）編みもの教室･絵手紙ｻｰｸﾙ･師仙会･栄ﾐﾆﾊﾞｽ
８（土）梅の里書道･すみれｸﾗﾌﾞ･栄童謡ｸﾗﾌﾞADVANNCE
９（日）栄野球ｽﾎﾟ少
10（月）栄ﾐﾆﾊﾞｽ･実践倫理宏正会･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ・よろず同好会
11（火）ﾊﾞﾚｰ友の会･RESET
12（水）婦人教養講座･お気楽ｻﾛﾝ･栄GG･横南小野球
13（木）詩吟教室･円講座･栄ﾐﾆﾃﾆｽ
14（金）栄ﾐﾆﾊﾞｽ
15（土）すみれｸﾗﾌﾞ･ADVANCE
16（日）梅の里書道･栄野球ｽﾎﾟ少
17（月）栄ﾐﾆﾊﾞｽ･栄民謡同好会･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ・よろず同好会
18（火）折り紙教室･栄ﾐﾆﾊﾞｽ･ﾊﾞﾚｰ友の会･RESET
19（水）お気楽ｻﾛﾝ･貯蓄体操･栄GG･横南小野球
20（木）詩吟教室･子育て移動ｻﾛﾝ･円講座･栄ﾐﾆﾃﾆｽ
21（金）編みもの教室･絵手紙ｻｰｸﾙ･師仙会･栄ﾐﾆﾊﾞｽ
堂ノ前いきいきｻﾛﾝ
22（土）梅の里書道･すみれｸﾗﾌﾞ・栄童謡ｸﾗﾌﾞADVANCE
23（日）栄野球ｽﾎﾟ少･横手清陵高校ｿﾌﾄﾃﾆｽ部
24（月）栄ﾐﾆﾊﾞｽ･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ･よろず同好会
25（火）栄ﾐﾆﾊﾞｽ･ﾊﾞﾚｰ友の会･RESET
26（水）お気楽ｻﾛﾝ･貯蓄･３B体操・栄GG・横南小野球
27（木）ｺｰﾌﾟﾌﾚﾝｽﾞ会･大正琴・栄ﾐﾆﾃﾆｽ
28（金）栄ﾐﾆﾊﾞｽ
１月２２日現在
２２日現在で
申請書を提出している
提出している団体
日現在で申請書を
している団体のみ
団体のみ掲載
のみ掲載しており
掲載
ます。電話・インターネット予約のみで申請書が未提出の団体は
お早めに申請書をご提出願います。

