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地域づくりをよりよく進めていくため、まちづくり推進協議会

では年に一度視察研修を開催しております。今年度は 9月 12日に
宮城県牡鹿群女川町方面へ「大震災後の復興状況について」視察
研修を行いました。 

 女川町では、ボランティアの語り部の方よりバスに同乗して 
いただき、ご自身が体験された震災時の様子や被害の状況、復興
の進捗度などについてご説明いただきました。津波の威力の  
恐ろしさを物語る残骸や高台へ集団移転するための造成など、 
未だに多くの問題があり普通の生活を送るにまだまだ時間が  
かかるとのことでした。また、参加された方で震災直後に女川町
を訪れた方からは、少しずつではあるが、復興が進み沿岸部の  
工場が再稼働していると話されておりました。 
 大震災関連のニュースは最近取り上げられることが少なくなり
ましたが、防災意識を常に持ち備えておかなければと思いました。 

 
 
 
エコアイディア・コンテストとして、今年度「グリーンカーテンコンテスト」を開催し植物  

による自然のカーテンを作り冷房の省エネを図る取り組みを推進いたしました。コンテストは、
5 月の市民センターだよりに掲載し、8 月から 9 月にかけて応募し、地域の方から多数のご応募
をいただきました。環境部会長を始めとした審査員から写真や現地を見ていただき最優秀賞  
2 点・優秀賞 2 点・特別賞 4 点を選出いたしました。受賞された方には、これから環境に     
やさしい商品をお届けいたしたいと思います。おめでとうございました。 
皆さん、このコンテストは来年度も開催を予定しておりますので、来年度挑戦されてみては 

いかがでしょうか？来年度のコンテストへのご応募お待ちしております。 

●●市市民民セセンンタターーのの使使用用やや窓窓口口業業務務等等ににつついいてて……  
 市民センターの建物は 12 月に完成し、12 月下旬に現在の仮事務所より移転作業を行います。1 月  
下旬に市民センターを使用できるようにすることを目標に準備を進めてまいります。1 月下旬までは、
市民センターの使用や窓口業務等について、事前に電話でご確認ください。（電話番号は同じです。） 

最優秀賞 

髙橋 秀雄 さん 

（稲下東部） 

大地  さん 

（稲下北部） 



 

 

 

  
 

 
 第 36回村山市一周駅伝競走大会が 10 月 20日に開催されました。 
 当日は、小雤が降る中での大会開催となり東コース 8 区間、西コース 10 区間を走り合計   
タイムで総合記録を競い合いました。 
 戸沢チームでは、「初心」を合言葉に 9月から週 3回練習会を行ってまいりました。その結果、
チーム一丸となって大会に臨み選手・スタッフの活躍により東コース 4 位、西コース 2 位、   
総合で 3位に入賞を果たすことができました。 
 出場された選手・スタッフの皆さんはもちろんですが、その陰で選手や子どもさんを送り出
していただいたご家族の皆さん、中継所設営にご協力をいただいた戸沢地域婦人会の方々や 
交通整理をしていただいた交通安全協会戸沢支部の方々、そして、戸沢チームに応援をいた  
だきました地域の皆さんのお陰をもちまして 3 位入賞を果たすことができ、選手等のケガも  
なく無事大会を終了することができました。皆様大変ありがとうございました。 
大会後、選手やスタッフの皆さんからは、「また来年も選手として参加したい」「来年は 1 位

でゴールしたい」という感想が聞かれ優勝杯を戸沢に持ち帰れるよう来年も頑張りたいと思い
ました。 
 

村山市一周駅伝競走大会開催!! 

戸戸沢沢ｵｵﾘﾘﾝﾝﾋﾋﾟ゚ｯｯｸｸ 22001133：：「「ウウォォーーククララリリーー大大会会」」をを開開催催!!!!  
 戸沢オリンピックを冠したスポーツ事業の「戸沢老人クラブ

連合会ウォークラリー」が 10月 22日に開催されました。 

時折小雤が舞う天候での開催ではありましたが、参加された

皆様は、長善寺公民館をスタートし戸沢地域市民センター建設

現場の見学や羽黒山神社への参拝など長い距離の大会となり

ましたが、長善寺地区を一周され「こだんどさ道あっけのがぁ」

と感心される方もおられました。その後、長善寺公民館に戻ら

れてからは、皆さん一斉に会食されてウォークラリーを存分に 

楽しんでおられました。 

東コース
１区 袖崎小学校前 1.2㎞ 小学生 伊藤　拓翔 小学6年 4′31″
２区 小室医院前 1.9km フリー 髙橋　翔汰 大学生 6′34″
３区 金谷運動広場 1.5km フリー 大沼　宏平 大学生 4′55″
４区 旧JA大倉出張所 2.6km 中学生 卯野　佑哉 中学3年 9′08″
５区 鶴ケ町ﾆｭｰﾀｳﾝ広場 1.2km 小学生(女) 渡部　優花 小学5年 4′46″
６区 ふれあい広場 1.5km 女子 笹原　このみ 中学3年 5′40″
７区 鶴ケ町ﾆｭｰﾀｳﾝ広場 3.1km フリー 髙橋　翔 会社員 10′15″
８区 河島半鐘前 1.3km フリー 井澤　紘隆 高校1年 4′33″
ｺﾞｰﾙ 西郷児童ｾﾝﾀｰ ４位 50′22″
西コース
１区 大高根児童ｾﾝﾀｰ前 1.9km 中学生 秋生　康祐 中学1年 7′00″
２区 深沢バス停前 2.9km フリー 髙橋　範晃 会社員 9′36″
３区 矢萩土建資材置場前 1.4km フリー 井澤　裕翔 会社員 5′04″
４区 白鳥公民館前 1.3km 女子 奥山　菜々 中学1年 5′14″
５区 戸沢小学校前 2.0km フリー 笹原　承之 会社員 7′20″
６区 樽石会館前 1.1km 小学生 山田　響己 小学6年 3′57″
７区 岩野十字路前 2.9km フリー 小松　龍之介 大学生 8′53″
８区 冨本児童ｾﾝﾀｰ前 1.1km 小学生(女) 仁藤　菜々 小学5年 4′15″
９区 はやまホーム前 1.3km 35歳以上 髙橋　卓美 会社員 3′30″
10区 大久保市民ｾﾝﾀｰ前 1.9km フリー 髙橋　善則 公務員 6′01″
ｺﾞｰﾙ 市民体育館 ２位 1°00′50″

総合 ３位 1°51′12″



  

 

戸戸沢沢ｵｵﾘﾘﾝﾝﾋﾋﾟ゚ｯｯｸｸ 22001133：：「「戸戸沢沢地地域域ゴゴルルフフ大大会会」」をを開開催催!!!!  
 5 回目の開催となります、戸沢オリンピックの一種目「戸沢地域ゴ
ルフ大会」がさくらんぼカントリークラブを会場に 10月 26日に開催
されました。前日の天気予報では、台風の接近により大雤かと心配し
ておりましたが、小雤程度の天候で無事開催することができました。 
今回は、昨年度よりも多くの方にご参加いただきましたので、  

プレーも白熱したのでないかと思います。優勝等については以下の 
とおりとなりました。来年度も開催いたしたいと思っております  
ので、腕に自信があるかたも、コースには早いかなと思う人も来年度
奮ってご参加いただければと思います。 

結果報告（30人の方々がご参加されました。） 
優勝：笹原 謙司さん（水口） 
２位：尾﨑 一正さん（反田）３位：笹原 芳さん（水口） 

 10 月の最終日曜日は「村山市防災の日」と  

なっており、その日に合わせて、戸沢地域に  

おいて防災訓練を地域内５地区の当番制に  

よって行っており、今年度は稲下地区を会場と 

しての開催となりました。 

 今年は、「発災対応型防災訓練」と「会場型  

防災訓練」を併用してより中身の濃い防災訓練を

実施いたしました。 

 防災無線等を合図に避難場所に避難を開始し、

避難途中にある模擬災害現場で、火災の対応とし

て消火器を集めたり、負傷者がいる場所では応急

処置を行ったりしながら、その場に居合わせた

人々で訓練を実施し避難場所へ避難を行い  

ました。 

 また、避難場所では、途中の模擬災害現場で 

行った対応への復習として稲下会館駐車場で 

消火器取扱訓練や応急手当訓練、担架作成訓練 

など、実際の災害で様々な状況に対応できるよう

にと訓練が実施されました。 

 参加された皆さんは、進んで訓練を行いながら

大きな災害が起きた場合でも、その場に即した 

対応ができるようにと真剣に訓練に参加されて

おりました。 

戸沢地域防災訓練を開催（稲下地区） 



「「戸戸沢沢のの楽楽校校」」第第 22講講座座をを開開講講  
  9月 25日から 10月 23日まで（毎週水曜日）
全 5 回の日程で、第 2 講座【健康づくり教室】
を開催しました。クアハウス碁点トレーニン
グルームを会場に、ヨガ講師の石川澄子先生
よりヨガを 3 回、クアハウス碁点のヘルスケ
アートレーナーの方よりエアロビクス等を 
2回教えていいただきました。 
ヨガ教室では、初めてヨガを体験する参加

者も多く、基本的な腹式呼吸法を教えていた
だき、呼吸を意識しながらゆっくりとした 
動きで体を整えていく体操を行いました。 
また、エアロビクス等ではストレッチを 

中心とした誰にでも無理 
なくできる有酸素運動を 
行いました。 
毎回教室終了後、温泉 

にも入浴していただき心 
も体も癒されたのではな 
いかと思いました。 

 

「「戸戸沢沢のの楽楽校校」」第第 33講講座座をを開開講講  
 10月 8日に第 3講座【歴史視察研修～最上義

光公没後 400年の山形を訪ねる～】を、村山市

文化財保護委員会会長の大沼與右エ門さんを

講師に迎え開催しました。最上義光公没後 400

年記念事業にあわせ、山形城址（霞城公園）の

大手門や一の丸復元工事、最上義光歴史館、 

さらに最上義光の墓所がある光禅寺などを、 

講師よりご説明をいただきながら巡りました。 

 また、県立博物館の国宝「縄文の女神」や  

山形県緑町庭園文化学習施設「洗心庵」を見学

し、没後 400 

年という節目 

の年に、山形 

の歴史に触れ 

感慨深い研修 

となりました。 

 

 

11 月 2日と 3日に「第 19 回 戸沢地域合同文化祭」が、
戸沢小学校を会場に開催されました。 
この地域合同文化祭は、戸沢小学校 PTAと戸沢地域市民

センターの共催で行われ、小学生や地域の方々の協力に 
よる地域の文化的交流と地域に開かれた学校を目指して
開催しております。 
地域の方々の作品展や特別出展、小学校での学芸会など

様々な催し物が行われ、大変素晴らしい地域合同文化祭と
なりました。 

戸沢地域合同文化祭を開催!! 


