
清流の里
興田のコミュニケーション紙 11月

2021
令和3年11月25日

No.319
発行 ： 興田市民センター  電話 / 74-2201 http://www.okita.fun

多彩な作品を週替わりに展示
清流ギャラリー展大好評開催中！

　10月から始まった「清流ギャラリー展」。週替
わりに展示を入れ替え、興田婦人会・興田市民
センター、興田地区放課後子ども教室、パッチ
ワークサークルもり、興田川柳同好会（毎月ロ
ビー壁面に展示）の展示が行われました。フラ
ワーアレンジメントや、手芸作品、子どもたち
が作ったどんぐりを使った可愛らしい置物、パッ
チワーク作品などなど…様々なジャンルの展示
物が、毎週華やかに開発センターを彩ってくだ
さっています。今週（11/23 ～ 28）は興墨会の書
道作品を展示しています。高い位置から提げら
れた書道作品は迫力満点です。お立ち寄りの際
は、皆さんの力作を、ぜひ、ご覧ください。

【今後の展示日程】
○ 11月30日～ 12月５日 興田保育園
○ 12月７～ 12日 興田かまばた織りの会
   遊民
○ 12月14 ～ 19日 デイサービスセンター興田
○ 12月21日～１月16日 興田小学校
○１月18 ～ 30日 興田遺族会

文化祭に代えて皆さんの作品を展示しています
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興田婦人会による
　フラワーアレンジメントや手芸作品 現在展示中の興墨会による

書道作品【11/28 まで】

パッチワークサークルもりによる
   パッチワーク作品

看板も素敵でした♡

興田地区放課後子ども教室の子ども達の作品
置き小物の他、 銅板や木工作品も展示しました
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地区体育館アリーナを清掃
丑石体育館バスケットゴール撤去

　11 月 9 日に、老朽化により使用不可となっ
ていた丑石体育館のバスケットゴールを撤去
いたしました。
　また、11 月中旬に各地区体育館（天狗田・
丑石・中川・京津畑体育館）のアリーナと窓
ガラスの清掃を行いました。今回清掃を実施
した地区体育館は日頃の利用が大変少ないの
が現状です。地区体育館は以下の表の料金で
利用することができます。

区分
専用 個人

高校生以下 一般 高校生以下 一般

単位 1時間 1回

使用料 100 円 200 円 50 円 100 円

　これから寒さが厳しい季節となります。外
での運動が困難な際や、予定していた体育館
が使用出来ない時、休日にお子さんとバドミ
ントン、などなど…様々な利用の仕方があり
ます。せっかくの体育館、お気軽にご利用に
なってください。ご不明な点やご相談等ござ
いましたら興田市民センターまでご連絡くだ
さい。

　大東地域内の小学生を対象に、今年も「学
びの土曜塾〈冬休み編〉」を開催します。
　詳しくは、小学校を通じて配布するチラシ
をご覧になり、どしどしご応募ください！

日　時　令和 4年 1月 5日（水）
　　　　9時 30 分～ 16 時
会　場　大東コミュニティセンター
対　象　大東地域内の小学生
定　員　30 人
テーマ　「わたしたちの生活と『紙』のかかわり」
講　師　芦東山記念館学芸員　小味 浩之 氏

中学生ジュニアスタッフ募集
　これまでの経験を活かして、市民センター
職員と一緒に土曜塾の運営に携わってみませ
んか？小学生時代に土曜塾を経験されたこと
のある中学生の皆さんを対象に「ジュニアス
タッフ」を募集します。
・行き帰りは最寄りの市民センター発着のバ
スに乗車します。
　お問い合わせ、申し込みは摺沢市民センター
（☎ 75-2229）まで。

國學院大學調査研究連携交流事業報告会
　11 月 20 日に大東開発センター集会室にて、
國學院大學調査研究連携交流事業報告会が開催
され、約 70 名の聴講者がありました。「近世中
川村の景観と生業―遅沢中澤家文書を中心に」
を共通テーマに、研究生 3 名が発表を行いまし
た。中澤家文書とは、江戸時代に中川村の肝煎
を務めた中澤家が所蔵し、その数千点以上にも
及ぶ膨大なものです。國學院大歴史地理学教室
の吉田敏弘教授を筆頭とした研究生らで2015年から調査を行ってきました。今回の報告で、研
究生の稲松さんは、2枚の絵図や国土地理院の空中写真から、中川村の景観と鉱山跡の様子を考
察しました。「絵図は地域の歴史を伝えるのに極めて重要。まだまだ分からないことがたくさん
あるので、地域のことをたくさん教えてほしい」と聴講者に呼びかけました。吉田教授からも、
　　　　　  「事業は終わったが今後もいろいろ教えて欲しいと思っている。まだ研究の途中で
　　　　　　 あと 2年くらいかかると思うが最後の写真を撮るまで続けたいと考えている」と
　　　　　　　まとめの挨拶がありました。文書の所蔵者である中澤氏より、「本当に今日が楽
　　　　　　　しみだった。本当に嬉しい一日だった」と労いと御礼の言葉が述べられました。

参加者＆ジュニアスタッフ募集
学びの土曜塾 冬休み編

あるので、地域のことをたくさん教えてほしい」と聴講者に呼びかけました。吉田教授からも、
　　　　　  「事業は終わったが今後もいろいろ教えて欲しいと思っている。まだ研究の途中で
　　　　　　 あと 2年くらいかかると思うが最後の写真を撮るまで続けたいと考えている」と
　　　　　　　まとめの挨拶がありました。文書の所蔵者である中澤氏より、「本当に今日が楽
　　　　　　　しみだった。本当に嬉しい一日だった」と労いと御礼の言葉が述べられました。

大盛況の会場

國學院大學
吉田教授
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今 後 の 予 定  興 田 地 区
利用後の消毒について

　11 月1 日に興田地区自治公民館等連絡協議会
の研修で県内屈指の規模となる建設中の一関市
大東太陽光発電所（鳥海字安原地内）を視察し
ました。自治会長や代理の方から、14 名の参加
がありました。
　及川忠之会長から、同時期に国連の気候変動
対策会議「COP26」が開催されていたこともあ
り、「ちょうど世界でも環境に目を向けている
タイミングでの研修となった」といった旨の挨
拶がありました。はじめに現場事務所で説明を
受け、参加者からはソーラーパネルによる気温
の上昇や、パネルの下の除草方法、契約が終了
した際のパネルの処分についてなど、積極的な
質問が出ていました。一関市と契約した太陽光
発電所は 11 箇所目であり、他施設の状況を鑑
みながら運営を行っていることや、除草剤散布
ではなく刈払い機での除草を行うこと、契約が
終了したら元通りに撤去することなど、十分環
境に配慮しているといった内容の回答がなされ
ました。
　実際の現場も確認し、年間見込発電量が一般
家庭7200世帯相当で131町もの広範囲に及ぶ約
10万枚のソーラーパネルに圧倒されました。

　かねてより、大東開発センターの施設利用が
あった際は、より慎重に消毒を行うため、職員が
消毒に取り組んでいました。しかし、岩手県で新
規感染者数が 0人と続いていることから、利用後
　　　　　 の消毒を利用者の方にお願いするこ
           ととなりました。今後は各部屋に備
           え付けの除菌シートで触れたところ
           をふき取り、机や椅子を元の場所へ
           戻してください。
             ご理解とご協力をよろしくお願い
　　　　　 いたします。

               11 月 16 日に、興田保育園さんから勤労感謝の日にか
　　　　　　　かるプレゼントを頂きました！中身はとってもかわいく
　　　　　　　デコレーションされたペン立てでした！ありがとうござ
います (^^ ♪大切に使わせていただきます♡実物は玄関入ってすぐの清
流ギャラリー展受付に設置しています。ギャラリー展と一緒にチェック
してみて下さいね！

12月 9 日 木 〈興田キッズ〉消しゴムはんこ教室
大東開発センター集会室 13時～15時

12月18日 土 しめ縄作り教室
大東開発センター集会室 9時～12時

12月18日～
12月20日

土～
月

東京2020オリンピック聖火リレートーチ巡回展
大東開発センター談話室

1 月 5 日 水 学びの土曜塾〈冬休み編〉
大東コミュニティセンター　9時30分～16時

1 月23日 日 新春講演会
大東開発センター集会室 14 時～ 15時30分

1 月30日
　　　まで 日 清流ギャラリー展

大東開発センター 8時30分～ 17時

興田地区自治公民館等連絡協議会視察研修
一関市大東太陽光発電所を視察

開発センターの利用に関するお願い

　　　　　 の消毒を利用者の方にお願いするこ
           ととなりました。今後は各部屋に備
           え付けの除菌シートで触れたところ
           をふき取り、机や椅子を元の場所へ
           戻してください。
             ご理解とご協力をよろしくお願い
　　　　　 いたします。

東京2020オリンピック聖火リレートーチ巡回展

大東開発センター集会室 14 時～ 15時30分

見渡す限りのソーラーパネル

質問に答えて下さった担当者

特高変電設備前にて
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