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袖崎地域人口及び世帯数 （市民環境課） 

人 口 １４０５人  （老人ホーム含む） 

 世帯数  ４８２世帯 （H29.3.1 現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雪部会総会 
3月 24日雪部会（森俊悦部会長・土 6）

で総会を開催しました。地区除雪した際の

支援として、雪部会助成について地区で活

用していくことや、県と協定している一斉

除排雪活動について、実施に向け準備を進

めていくこととしました。また、地域の雪

対策についての検討や研修等を実施して

いきます。 

（袖崎まちづくり協議会雪部会） 

そでさき 

ま ち 協 

たより 

防災部会総会 
2 月 15 日、防災部会（小室精一部会長・土 1）の総会を開催し、例年の秋の地域防災訓練につい

ては 10 月 29 日(日)を予定とし、本飯田３東・本飯田３西・本飯田４を実施地区と決定しました。

また、袖崎駅の見回り活動や夏の夜間防犯巡回活動についても、例年どおり高齢者世帯に配慮し継

続して実施することを確認しました。平成 29年度予防消防活動支援費について、一世帯 1,500円と

企業協賛金を引き続き地域のご協力をお願いいたします。   （袖崎まちづくり協議会防災部会） 

環境部会総会 
3月 16日、環境部会（鈴木馨部会長・本 1）の総会

を開催し、今年の河川一斉清掃について、県並びに村

山市で一斉の実施日としている 7月 2日(日)に予定し

ました。 

また、農業集落排水処理施設の部会委員による草刈

活動、各種団体との協力連携による地域内ゴミ拾いボ

ランティア活動、ゴミステーションの維持管理や地区

単位で実施する生活道路沿線の草刈活動に対する助

成などについて、継続して取り組んでいくことを確認

しました。     

（袖崎まちづくり協議会環境部会） 

福祉部会総会 
3 月 23 日、福祉部会（川田千佳子部会長・土 5）・

社会福祉協議会袖崎支会（橋本幸一支会長・高玉）の

総会を開催し、地域敬老会を今年も 9月上旬頃にクア

ハウス碁点で開催することを決定し、より充実した運

営や内容による開催に向け、部会委員で検討すること

にしました。 

また、袖崎元気はつらつ会（一人暮らし高齢者交流

会）と在宅介護者交流会についても実施方法や内容な

どを検討していくこととし、いきいきサロンや福祉ボ

ランティア活動団体への支援については、今後も積極

的に助成していくことなどを確認しました。 

(袖崎まち協福祉部会、社会福祉協議会袖崎支会） 

公民館部会総会 
3 月 22 日、公民館部会(小室哲範部会

長・土 2)総会を開催し、来年度の行事など

を協議し、スポレク大会は実施見送り、レ

クリェーション大会は 9 月 17 日(日）、袖

崎ほっとな雪まつり 2 月 10 日(土)・11 日

(日)と予定しました。 

市から委嘱された役員として、市民セン

ター長（公民館部会長）に小室哲範さん(土

2)、公民館事業推進担当には永岡賢さん

（本 5）に務めていただきます。新年度も

より参加しやすい行事の開催に向け、内容

などの検討を積み重ねながら活気ある活

動を継続していきます。  

（袖崎まちづくり協議会公民館部会） 

袖崎地域地区長会総会 

3 月 28 日、地域地区長会（安達茂会長・土 5）を開

催しました。協議では今年度の活動報告並びに収支決

算報告について承認されました。続いて、来年度から

の事業計画についても承認されました。役員について

は、会長に安達茂さん（土 5）、副会長に石川栄作さん

（本 5）、監事に松田利喜雄さん（本 2）、淀川信一郎さ

ん（土 3）に務めていただきます。皆さまのご協力をよ

ろしくお願いいたします。   （袖崎地域地区長会） 



                        袖崎まちづくり協議会発行 第９６号 

                               平成２９年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月の主な行事予定 

２日 県道ガードレール設置          １４日 保健委員会（市役所） 

３日 民生委員児童委員定例会（市民センター） ２０日 袖崎まちづくり協議会総会(市民センター) 

７日 袖崎小学校入学式            ２３日 市消防大演習・消防第七分団慰労会 

８日 楯岡中学校入学式            ２７日 袖崎を明るくする会会議(市民センター) 

１２日 市行政委員総会・地区長会議       ３０日 環境部会ゴミ拾い活動 

  

  

 

袖崎柔道スポーツ少年団 大活躍！！ 
 

2 月 26 日に山辺町武道館にて第 35 回山形県少年柔道大会が開催され、また 3 月 5 日に村山武道館

にて第 39 回村山市少年少女柔道大会が開催されました。出場した袖崎柔道スポ少児童らが、団体戦・

個人戦ともに優勝をはじめ多くの入賞を収めました！！おめでとうございます！！ 

 

第 35回山形県少年柔道大会 平成 29年 2月 26日(日) 

団体戦 第 3位 

先鋒 森  慶俊 (土生田 6) 次鋒 奥山 永遠 (尾花沢) 中堅 吉田 夏生 (楯岡) 

副将 安達 剛哉  (土生田 7) 大将 笹木 理翔  (楯岡)  補欠 笹原 悠雅 (土生田 3) 

補欠 金子 聖奈  (楯岡) 

 

第 39回村山市少年少女柔道大会 平成 29年 3月 5日(日) 

低学年団体戦 第 1位 

先鋒 森  僚汰 (土生田 6) 次鋒 森  珀虎 (本飯田 3西) 中堅 森  逢志 (土生田 4) 

副将 西塚 あかり(本飯田 4) 大将 仲野 心崇 (本飯田 1)   補欠 石山 和花 (赤石) 

補欠 能登 笑茉 (土生田 2) 

女子団体戦 第 1 位 

先鋒 吉田 夏生 (楯岡) 中堅 金子 聖奈  (楯岡) 大将 仙野 華凜  (楯岡) 

補欠 仲野 宏美 (本飯田 1) 

高学年団体戦 第 1位 袖崎 A チーム 

先鋒 笹木 理翔  (楯岡)   次鋒 冨樫 招   (土生田 4) 中堅 森  清風  (土生田 6) 

副将 森  壮汰  (土生田 4)  大将 宮古 瑛   (土生田 2) 補欠 森  亮杜 (土生田 6) 

 

個人戦 

1年生 第 3位 石山 和花 (赤石) 第 3位 能登 笑茉 (土生田 2) 

2年生 第 2位 森  僚汰 (土生田 6) 

3年生 第 3位 森  逢志 (土生田 4) 

4年男子 第 3位 森  慶俊 (土生田 6) 第 3位 奥山 永遠 (尾花沢) 

5年男子 第 3位 安達 剛哉  (土生田 7) 第 3位 笹木 理翔  (楯岡) 

6年男子 第 2位 森  壮汰  (土生田 4) 第 3位 森  清風  (土生田 6) 

5年女子 第 1位 金子 聖奈  (楯岡) 第 2位 仲野 宏美 (本飯田 1)  

第 3位 吉田 夏生 (楯岡) 

6年女子 第 1位 仙野 華凜  (楯岡) 

           （袖崎柔道スポーツ少年団） 


