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、答えのない時代を生きる次の世代にどんな社会を残すのか

市内地域づくり組織の９月の活動予定 ※８月25日時点

■黒沢尻東地区

開催予定
・ミニギャラリー「絵画展」 （８月１日～９月３０日）
・９月１２日 球技大会「バドミントン」
・９月１９日 球技大会「バレーボール」

新型コロナウィルスの流行拡大で、さまざまな事業の開催を悩むケースも増えていると思います。
各団体・組織で判断が分かれるところもあると思いますが、自組織の時事業実施の判断の一助にな
ればと思い、それぞれの団体の皆さんの８月２５日時点の教室の実施状況をまとめました。
※この情報は、市内各地区の活動状況を共有するもので、個々の事業の開催の是非を問うものでは
ありません。ご留意ください。
※新型コロナウイルスの感染拡大の状況によって、掲載した行事が中止･延期となる場合があります。

■黒沢尻西地区

開催予定なし
■立花地区

開催予定
・９月１０日、１７日 「筆づかい教室」

■黒沢尻北地区

開催予定
・９月２８日 趣味の教室「遊びの花」

■飯豊地区

中止
・少年少女学級えんで森学校「吹矢体験会」
・婦人学級「フラダンス」

■二子地区

中止
・二子の里いものこまつり

■更木地区

開催予定
・９月１１日 「地区対抗ペタンク大会」

■黒岩地区

開催予定
・９月２３日 白山わいわい塾 「親子稲刈り体験」

■口内地区

開催予定
・９月２９日 みのり塾 「ハーバリウム」

■稲瀬地区

開催予定
・９月１２日 稲瀬地区健康を考える会
「秋のウォーキング教室」■相去地区

開催予定なし（企画展は随時募集）
■鬼柳地区

開催予定なし■江釣子地区

開催予定
・9月 ７日 ひまわり学級 「介護予防ヨガ」
・9月23日 第45回えづりこ古墳まつり
・9月27日 センター講座「書道教室①」
・9月28日 ひまわり学級「クラフトテープ手芸」

■和賀地区

開催予定
・９月１１日 防災訓練
・９月２６日 和賀町民登山

■岩崎地区

開催予定
・９月14日 移動学習
・9月２６日 和賀町民登山

■藤根地区

開催予定
・９月１５日 移動学習（大仙市）
・９月２６日 和賀町民登山



また

市民活動団体の９月の活動予定
（8月25日時点。※変更の可能性あります）

子ども食堂キッチンすまいる
中止
９月３日（金）黒沢尻北地区交流センター

開催予定
「食料配布」
〇日 時：９月１０日（金）17～18時
〇場 所：黒沢尻東地区交流センター 駐車場
〇内 容：お米、野菜、助六寿司、お餅などを配布
します。

今後の状況に応じて判断
9月17日（金）黒沢尻西地区交流センター

未来の扉
今後の状況に応じて判断
みんなの寺子屋、パソコン教室、ダンス教室

北のしっぽ
開催予定
「保護猫の里親会」
詳細が決まり次第ブログ等でお知らせします。
保護頭数が昨年の同時期より多く、避妊去勢手
術の費用等が多くかかっています。
皆様にご支援いただければ幸いです。

寄付の振込先は以下の通りです。
★郵便局（振替口座）
口座記号番号：02210-1-142879
加入者名：北のしっぽ
★ゆうちょ銀行
記号：18350 番号：24611631
名義：北のしっぽ

その他詳しい情報は「北のしっぽ」のブログをご
覧ください。

芸術工房
開催予定
「あそびの学校 in PAL」
〇日 時：9月25日（土）13時15分より受付
※感染症対策のため、2回に分けで実施します。
受付の際、1回目・2回目どちらに参加希望かお
伝えください。
1回目：13時30分～14時15分 定員20名
2回目：14時30分～15時15分 定員20名
〇会 場：江釣子ショッピングセンターパル
〇内 容：「おえかき鉄琴」

まるまる すまいるサロン ワラタネスクエア
開設予定
〇日 時：火曜日～土曜日 １３～１７時
※祝日も開設しています。
〇場 所：北上市本通り２丁目３-３８
〇利用料金：無料
〇お問い合わせ：０１９７-７２-８１６０

開催予定
北上市ひきこもりサポート事業
「第４回家族茶話会『ふわっと』」
〇日 時 ： ９月７日（火）10～12時
〇会 場 ： まるまるすまいるサロンワラタネスクエア
〇定 員 ： 10名程度（申込先着順）
〇参加費 ： 無料
〇内 容 ：
①講話 「『ひきこもり』とは？～家族による支援
の進め方～」
②談 話
お茶を飲みながら、「家族ができること」や「どの
ように接したらよいか」など、講師を交え、参加者
同士で語り合います。
〇申込み（問い合わせ）：
暮らしの自立支援センターきたかみ
電話 0197-72-6074（平日９時～17時）

北上市少年少女発明クラブ
１０月以降に延期
９/11、12 北上市児童生徒発明くふう展

親子の防災マルシェ
開催予定
「親子の防災マルシェ２０２１」オンライン開催
〇日 時：９月１２日（日）１０～１２時
※9月5日までにHP等から事前申し込みが必要
〇参加費：無料
〇内 容：
①基調講演「毎日の子育てに役立つ防災講座」
②子育て支援関係者によるパネルディスカッション
「北上の子育て環境と防災」

北上市民俗芸能協会
開催予定
「秋の子どもみちのく芸能まつり２０２１」
〇日 時：９月１９日(日)13時開場

13時30分～16時10分
〇会 場：さくらホール中ホール
〇参加費：無料
〇内 容：県内６つの芸能団体による後継者育成
発表会です。



地域の憩いの公園整備

また

企業・団体の
地域貢献活動

㈲菊池工業さんは、地域の交流、憩いの

場として北上市藤沢地内に公園を２か所整

備し、令和２年７月に完成しました。

この活動は、令和２年度北上市地域貢献活

動企業褒賞表彰において審査員特別賞を受

賞しました。

■遊具がある公園

令和３年７月３０日、菊池工業の菊池さんに

公園２か所をご案内いただき、お話をうかが

いました。

有限会社菊池工業

■東屋がある公園

同社近くの、約５００坪の公園です。近くには

新興住宅地があり、子育て世帯が多く住んで

います。

福利厚生の一環として社員が利用するの

はもちろん、近隣の方々にとって憩いの場に

なってほしいという想いで、１年がかりで公園

を整備したそうです。

春には花見ができるように、桜がたくさん植

えられ、すべり台やシーソーなどの遊具や、冬

にはそり遊びが楽しめるような築山もあります。

「完成から1年経つ今は、近くに住む子ども

たちが夕方まで楽しそうに遊んでいます。」と

笑顔で教えてくれました。

資材置き場に隣接する約５００坪の公園です。

東屋を取り囲むように、四季を彩る草木が植え

られ、ほっと癒されるような空間になっています。

こちらの公園は完成まで1年半かかったそう

で、菊池さんは「コロナの影響で仕事がなくて

困っている方や定年後の方に謝金を払い、草

取りや石拾い、球根植えなどを協力してもらい

ました。公園が完成してからは、近隣の方々が

好きな苗を持ち寄って、花壇や野菜畑を作って

いるんですよ。」と語っていました。

地域の方々によって、大切に創り育てられてい

る場所であると感じました。

取材へのご協力ありがとうございました。

■PR
弊社は、地域に貢献することをモットーに皆

様から信頼される企業を目指しています。

建築現場に不可欠な足場、確かな技術で

安心・安全を支えていくとともに健康に配慮

した労働環境を保ち、さらに向上するよう努

めていきます。



また

また

口内町自治協議会地域の活動

第15回浮牛城まつり代替事業

地域づくり・地域貢献・市民活動などのお問い合わせは、

北上市市民活動情報センターへ！

イベント、助成金情報はブログやfacebookをご覧ください。

(受託者) いわてNPO－NETサポート

北上市大通り1-3-1 おでんせプラザぐろーぶ4階

☎0197-61-5035 ✉shimin@npo2000.net

facebookブログ

８月１日（日）から７日（土）までの期間、

北上市生涯学習センター３階にあるミニ

ギャラリーを会場に、浮牛城まつりの歩み

を振り返る「特別企画展～浮牛城まつりの

足跡～」が開催されました。

会場内には、まつりを始めたきっかけや

浮牛城についての解説のほか、これまでの

まつりのポスターや写真、衣装やグッズな

どが展示されました。7月29日（木）の夜、口内町内を会場に

打ち上げ花火が行われました。

「とのモ～の玉手箱～夢、祈り、願い、

明日へ～」をテーマに、コロナ禍の収束、

そしてまた思う存分まつりを楽しめる日が

くることを願って打ち上げられた約60発

の花火が夏の夜空を彩りました。

■特別企画展

■打ち上げ花火

口内町で毎年夏に開催されているイベント

「浮牛城まつり」。

新型コロナウイルス感染症の影響により、

昨年に引き続き開催が中止となりましたが

今年はまつり実行委員会が代替事業を企画、

７月～８月に実施されました。

東陵中学校美芸部のみなさんが制作した

まつりPR看板も会場に展示されました。

浮牛城まつりホームページ

http://www.teleblo.jp/hugyuzyo/


