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―地域が輝くまちづくりと梅の里―
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さわやかな風が心地よい季節、皆さまは
いかがお過ごしでしょうか。農家の皆さま
もお疲れ様です。急な温度変化に体調を崩
さぬようお気を付けくださいませ。
６月１０日は「時の記念日」。「時は金
なり」というように、時間は、全ての人に
平等に与えられた繰り返すことのできない大切なも
のです。
日本初の時計が時を刻んだのは、はるかにさかのぼ
ること天智天皇の時代。この時代の時計は水時計で、
日時計よりも正確に時間を示すことができ重宝され
たそうです。記念日として正式に制定されたのは１９
２０年で「時間を守り、生活の改善を図ろう」と全国
民に呼びかけがなされたとのことです。
現在は「過ぎ去った時間の尊さを考える日」という
意味合いが強くなっているようです。
この日は楽しく過ごした思い出の時間と、これから
訪れる大切な未来について、大切な人と一緒に過ごし、
考えてみてはいかがでしょうか。

第６４回 観梅俳句大会
４月２１日（火）、かまくら吟社主催「第６４回観
梅俳句大会」が開催されました。
今回の受賞句をご紹介いたします。
選者高点句賞
１位 横手市長賞

麻生 白風（湯沢市）

どの道を 行けど一郷 梅香る
２位

大屋梅保存会賞 伊藤 導水（横手市）

梅咲いて 心ゆたかに なりにけり
３位 横手かまくら吟社会長賞

遠山 せつ子（横手市）

梅古木 咲きて景色の 落ちつけり
４位

横手かまくら吟社賞

５位

横手かまくら吟社賞

木村 和影女（横手市）

梅一輪 おのれの奢り 戒めり
加瀬谷 敏子（湯沢市）

水音の 曲がりくるなり 梅の里
６位

横手かまくら吟社賞

小坂 富子（横手市）

境内の 見ごろの梅に 出逢ひけり
７位

横手かまくら吟社賞

今田 草水（横手市）

老梅の 秘めし由緒に 触れいたり
８位

横手かまくら吟社賞

園 蕗楼（湯沢市）

梅の枝 かぶさり咲きて 年尾句碑
互選高点句賞
１位 横手かまくら吟社賞

佐藤 誠子（横手市）

歩をとどめ 梅が香に触れ 瘤に触れ
２位

横手かまくら吟社賞

３位

横手かまくら吟社賞

山崎 雅葉（横手市）

万蕾を 秘めたる梅の 息遣ひ
高橋 晴子（横手市）

祖の梅の 分身確と 息吹きたり

楽しく脳トレーニング
― らくらく健康体操教室 ―
５月１２日（火）、
健康推進課の佐藤学
さんに「らくらく体
操」と脳を活性化さ
せる「シナプソロジ
ー」を教えていただ
きました。「シナプ
ソロジー」とは二つ
のことを同時に行う、
左右で違う動きをするといった普段慣れない動きで
脳を適度に混乱させ刺激を与え活性化させる運動で
す。右手は縦に動かし、左手は三角形を描くなど、簡
単そうに思えてもいつの間にか三角形が四角形にな
っていたり同じ動きになったりで、自分の動きやお隣
さんの動きを見て大笑いしながらの脳トレーニング
でした。
次回は体力テスト。１年間続けるにあたってまずは
どれくらいの体力があるかどうかを計測します。

２年目に入りました！
―ちりめんあそび教室―
大橋壽子先生から教えていただいて
いる「ちりめんあそび教室」。この４月
から２年目に入り受講生の皆さまも和
気藹々とちりめん細工作りを楽しんで
いる様子です。４月には、「春駒」とい
う馬の形をした子どもの玩具を作りま
した。細かいパーツがたくさん有りまし
たが徐々に形になるにつれ「これは芸術
品だわ！」という声が上がるほど完成度
の高いものが出来上がりました。
５月には「鳩」と「椿」を教えていた
だきました。鳩は薄いグレーと紫のグラデーションの
ちりめん布に柄物の羽を付けて華やかに。椿は色鮮や
かな赤の花びらに黄色の花芯がパッと目を引きとて
も美しい花が出来ました。今回で２３個のちりめん細
工が出来ました。一つ一つがとても可愛らしく、皆さ
まが完成品を眺めては思わず微笑んでしまうとのこ
と。大橋先生は「簡単なものから徐々に難しくしてい
きますよ！」とおっしゃっており、次回は「犬張子」
を作ります。犬の出産が軽いことから、安産と子ども
の成長を願う
という意味合
いの「犬張子」。
頑張って作り
ましょう！

今年も楽しく学びましょう！
☆梅栄会教室☆
５月１９日（火）、３９
人で開講となった梅栄会
教室では「認知症予防」
の講話を聞きました。地
域包括支援センターの保
健師さんに、年相応の物
忘れと認知症の違いなどを教えていただきました。ま
た、木製パーツを形にする難解パズルやタッチパネル
による認知症診断なども行いました。
☆婦人教養講座☆
５月２０日（水）
、開講
式と第１回目の学習会が
開催されました。今年は
６７人でスタートです。
学習会では、さかえ館
で活動されている「フラ
ワーアレンジメントサー
クルあいりす」代表の藤
王清子さんに、全体を丸くバランスよく仕上げる「ラ
ウンド」というアレンジの仕方を教えていただきまし
た。アシスタントの清水さん、兼平さんにも教えてい
ただきながら、トルコキキョウやカーネーションのほ
か合わせて７種類の花材を使い、春らしい華やかな花
かごが出来ました。
今月の主催講座
♡らくらく健康体操教室♡
と
き ６月２日（火）１０:００～１１:３０
と こ ろ 栄公民館 和室 A・B
内
容 らくらく体操
♡ちりめんあそび講座♡
と
き ６月１５日（月）10:00～16:00
と こ ろ 栄公民館 研修室 A
講
師 大橋 壽子さん
内
容 「犬張子」
♡自然観察教室♡
と
き ６月１８日（木）
観察場所 乳頭温泉郷
※募集は締め切りました。
♡梅栄会教室・移動研修♡
と
き ６月２３日（火）
研 修 先 東沢バラ公園（山形県村山市）
♡季節の小物づくり教室♡
と
き ６月２３日（火）1３:３0～1６:０0
と こ ろ 栄公民館 研修室Ａ
内
容 折り紙アート
「夏のおじょうさん」

６ 月 の 予 定 表

１（月）栄民謡同好会・あいりす・ﾖｶﾞそつ子
栄民児協・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
２（火）らくらく健康体操教室・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ友の会
横手排球倶楽部
３（水）手芸ｻｰｸﾙ・琴名流大正琴
健康づくり気功療養術
花雅の会・横手病院ﾊﾞﾚｰ部
４（木）詩吟教室・円講座・ｴｺﾞｽｷｭｰ・山石様
横手ﾓﾗﾛｼﾞｰ協会
５（金）絵手紙ｻｰｸﾙ・師仙会・大館鳳鳴男子ﾊﾞﾚｰ部
ﾋｰﾙ ｱﾝﾄﾞ ﾄｰ・ﾐﾆﾊﾞｽｷｯｽﾞ・横手南かがやｷｯｽﾞ
６（土）梅の里書道教室・すみれｸﾗﾌﾞ
栄小PTAﾊﾞﾚｰ部
７（日）ﾌｯﾄｹｱｻｰｸﾙ・栄中１５期・聖霊高校バレー部
舞ﾄﾞﾘｰﾑ
８（月）あいりす・ﾖｶﾞそつ子・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
９（火）ﾊﾞﾚｰ友の会
10（水）手芸ｻｰｸﾙ・健康づくり気功療養術・３Ｂ体操
花雅の会・横手病院ﾊﾞﾚｰ部
11（木）栄大正琴愛好会・詩吟教室・円講座
横手排球倶楽部
12（金）ﾐﾆﾊﾞｽｷｯｽﾞ・横手南かがやｷｯｽﾞ
13（土）琴名流大正琴・すみれｸﾗﾌﾞ・ADVANCE
栄童謡ｸﾗﾌﾞ
14（日）梅の里書道教室
15（月）ちりめんあそび教室・あいりす
ﾖｶﾞそつ子・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
16（火）ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ友の会
17（水）手芸ｻｰｸﾙ・健康づくり気功療養術
栄民謡同好会・福祉協力員会・花雅の会
横手病院ﾊﾞﾚｰ部
18（木）詩吟教室・ｴｺﾞｽｷｭｰ・円講座・横手排球倶楽部
19（金）絵手紙ｻｰｸﾙ・師仙会・ﾐﾆﾊﾞｽｷｯｽﾞ
横手南かがやｷｯｽﾞ
20（土）梅の里書道教室・すみれｸﾗﾌﾞ・ADVANCE
栄小PＴＡﾊﾞﾚｰ部
21（日）日本教育書道会・ﾌﾚﾝｽﾞ
22（月）あいりす・ﾖｶﾞそつ子・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
23（火）季節の小物づくり教室・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ友の会
24（水）手芸ｻｰｸﾙ・健康づくり気功療養術・３Ｂ体操
花雅の会・横手病院ﾊﾞﾚｰ部
25（木）栄大正琴愛好会・詩吟教室・横手排球倶楽部
26（金）ﾐﾆﾊﾞｽｷｯｽﾞ・横手南かがやｷｯｽﾞ
27（土）すみれｸﾗﾌﾞ・栄童謡ｸﾗﾌﾞ
28（日）梅の里書道教室
29（月）あいりす・ﾖｶﾞそつ子・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
30（火）ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ友の会
（５月２４日までの申請書提出団体
及びサークルのみ掲載）

