
 

 

環境部会で、今年度も「グリーンカーテンコ

ンテスト」を開催いたします。 

「グリーンカーテン」とは、朝顔やゴーヤと

いったつる性植物を建物の外に植えて、自然の

カーテンを作り省エネを図る取り組みのこと

をいいます。 

ぜひ、今からグリーンカーテンの取り組みを

行ってみてはいかがでしょうか？ 

詳細や応募方法などについ

ては、7 月 15 日号の「市民の

友」と一緒に、チラシを配布い

たしますのでご覧ください。 

 

 
村山戸沢まちづくり協議会会費、 
消防後援会協力金の納入  
ありがとうございました 

 
戸沢地域を「より住みやすくより活気ある地

域に築き上げること」を目標に活動を行ってい

る当まちづくり協議会の会費について、今年度

は地域内８２１世帯から 1,642,000 円の会費

を納入いただきました。（１世帯あたり 2,000 円） 

また、消防後援会協力金として２８事業所よ

り 94,000 円の協力金をいただきました。 

会費、協力金の納入につきましては、地域の

皆様、事業所の皆さまのご理解とご協力をいた

だき心からお礼申し上げます。 

この会費等のほか、村山市や福祉協議会の交

付金等をもとに地域の生涯学習や防災防犯、福

祉や環境等の様々な地域 

活動を行って参ります。 

これからも、ご支援ご 

協力を賜りますようお願 

い申し上げます。 

 
戸沢保育園と併設する子育て支援センターぐん

ぐんで開催している『えほんの部屋』へ出向き、園
児とぐんぐん利用者に読み聞かせを行ってまいり
ました。 

5月 10 日（月）読み聞かせの様子です。 → 

 

 
「ぐんぐん」では、ご家庭でお子さん・お孫さんを育てていらっしゃるみなさんが楽しい子育て・孫育てが

できるようお手伝いをしています。戸沢保育園内にある「ぐんぐん」の部屋を遊び場として開放しているほ

か、市内各地に出向いて親子交流イベントや様々な育児講座を開催しています。生まれて間もない赤ちゃんか

ら小学校入学前のお子さんを育てているおうちの方にご利用いただけますので、ぜひお気軽に遊びにいらし

てください。安心して楽しく子育て・孫育てに、少しでもお役に立てる 

ようがんばっております。 
 

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、現在は事前電話予約 

（☎56-2002／ぐんぐん直通）でのご利用をお願いしています。 

お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 
              
                 ぐんぐん（戸沢保育園内）遊び場の様子 → 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
戸沢地域 

市民センターだより 

グリーンカーテンコンテストの開催 

～今後の主な行事予定～ 

６月～9 月  地域福祉ネットワーク事業 
         （要配慮者世帯等へ声かけ訪問） 

6 月 

２０日(日) 雑紙回収（各地区ゴミステーション） 

７月 

  4日(日) 村山クリーン作戦 
        （4 月～11 月 ※各地区で実施） 
 

９日(金) 第１３回グラウンドゴルフ大会 
 

  中旬   戸沢地域パンフレット策定委員会 
 
８月～９月  グリーンカーテンコンテスト 
 
８月 

  上旬   駅伝顔合わせ会 

中旬   碁点十字路整備事業（草刈り作業） 
 

※日程は変更になる場合があります。 

 

日 時：７月９日（金） 
    開 会 式：午前９時００分～ 

     （受付：午前８時３０分～） 

    競技開始：午前９時２０分頃～ 
 
場 所：碁点グラウンドゴルフ場 E・F コース 

    

参加費：５００円（保険料込）当日集金 
 
申込先：戸沢地域市民センター 

        ☎５６－２１１１ 
 
主 催：村山戸沢まちづくり協議会生涯学習部会 

     戸沢グラウンドゴルフ愛好会（稲下・大槙・白鳥） 
 
 
※ 雨天等の場合は、翌日７月 10日（土）に延期 

いたします。 
※ 6/15日付けの回覧でもご案内しておりますの 

でご覧ください。 

まちづくり協議会において、今年度 8月末まで

の開催予定事業（一部除く）について、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止の観点から、中止すること

といたしました。 
 
（中止） グラウンドゴルフ大会：7 月上旬 

（中止） 納涼盆踊り：8 月 1 日（土） 
 
何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げ

ます。 

 

戸沢オリンピック２０２１ 

第１３回 グラウンドゴルフ大会のご案内 

「戸沢地域市民センターだより」は随時発行しますので、地域の情報や掲載依頼がありましたらお知らせください！ 

令和 ３年 ６月 １５日発行 

戸沢地域市民センター 
 
〒995-0201 

村山市大字長善寺 1675 番地 

電話 0237-56-2111（FAX 兼用） 

～ とざわ歩こう会より ～ 会員募集  

とざわ歩こう会（髙橋春實代表）では、年間 10 回程度地域内外をウォーキングして健康づくりを行って

おります。ウォーキングコースの自然を満喫するだけでなく、訪れた先の歴史や文化にも触れながら歩きま

すので、是非参加してみたい！という方は、戸沢地域市民センター（56-2111）までお申し込みください。 

 

 
おはなし会おしろやま（青柳フヂ子代表）では、地区のサロンや身近な集まり

の時に、出前絵本ライヴや昔語り等の活動を行っております。 

どうぞお気軽にお声掛けください。 
 
【 お問合せ先 】戸沢地域市民センター（56-2111） 

～ おはなし会おしろやまより ～ 申込受付  

 
お城山（白鳥城址）の環境整備を実地  

           ～ 戸沢郷土史研究会より ～ 

 

～ 子育て支援センターぐんぐんより ～ ご利用案内  

４月２８日（水）～５月２９日（土）にお城山の環境整備を行いました。 

戸沢郷土史研究会（髙橋幸雄会長）では、毎年「土海在家親友会」の皆さんや「村山戸沢まちづくり協議会」

のご協力を得ながら、お城山の道草刈りや雑木処理等の環境整備事業を実施しています。 

今回は村山市林業クラブにお城山の南斜面の雑木処理をお願いし、郷土史研究会員有志は東屋までの道草刈り

を中心に行いました。お城山の東屋からは遠く天童・山形方面を眺めることができますので、是非機会をみてお

城山にお出掛けください。 

今後も地域の皆さんに親しまれるお城山となるように、環境整備を続けていきたいと考えています。 

 



 

 

 
 

村山市では、ごみの減量化と紙類の再資源化を推進するため、今年度中に３回の雑がみの回収を実施するこ

とにしています。戸沢地域での第１回目の回収は、６月２０日（日）に行います。 

みなさまのご協力をお願いします。 
 

★６月２０日（日） 午前８時まで 各地区のもやせるごみステーションに出してください。 
 

※回収対象の雑紙は、新聞・段ボール・紙パック以外のリサイクルできる紙です。例えば、空き箱・包装紙・

パンフレットなどです。ひもで縛ったりガムテープでとめたりせずに、紙の袋や大きめの封筒に入れて出

してください。新聞回収用の紙袋に入れてもＯＫです。 
 

今後の予定は ★第２回目  令和３年 11 月 2１日（日）  

★第３回目  令和４年 3 月  ６日（日） 

 

 

 

 
 

河西地域の児童数の減少や保育施設の老朽化などに伴い、より良い保育環境を確保するため保育

施設の再編を行います。 

令和４年４月に、ちぐさと冨本の認定こども園と戸沢保育園が統合し、「幼保連携型認定こども園」

になります。 

今年度は、統合に向けて３園の園児の交流会などを予定しています。 

詳しいことは、市子育て支援課保育係にお問い合わせください。（55-2111 内線 163） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 
 
 

 ６月５日（土）の早朝、環境部会で碁点交差点周辺の草刈り、バラ等植栽等

の剪定作業を行いました。   

戸沢の玄関口とも言える碁点交差点が、おかげ様でとてもきれいになりま

した。この作業は、環境部会が年２回実施しており、次回は８月中旬に行う予

定です。 

他にも稲下地域で定期的に管理・作業を行い、地域全体で碁点交差点周辺の

環境整備に取り組んでおります。 

環境部会の皆さま、稲下地域の皆さま大変ありがとうございます。 

雑がみの回収を実施します！ご協力お願します！ 

碁点交差点周辺の環境整備事業 

 

◆◆◆ 地区代表永年勤続褒章 ◆◆◆ 

齋藤 英一 （松 倉・勤続 5 年） 

齋藤 重光 （須 摩・勤続 7 年） 

齋藤 精悦 （樽石北・勤続５年） 
 

長年、地区代表として尽力された方へ市長から表彰状が贈られました。 

長い間、地域のためにご尽力いただきまして大変ありがとうございました。 

 

河西地域公立保育施設の統合について  

 

◆山形県知事表彰 

 【特別功労賞】 松田芳美 （副分団長） 

【功労章】 佐藤善広 （部長） 

   【功績章】 青柳邦博 （部長） 

         卯野 司 （部長） 

   【精練章】 髙橋和之 （班長） 

         青栁 亮 （班長） 

 【永年勤続退団者（20 年以上勤務）】 

         青柳藤克 （部長） 

         松田優幸 （団員） 
 
◆山形県消防協会長表彰 

   【優良章】 

笹原隆行 （団員） 

         井澤賢紀 （団員） 

   【永年勤続章】 

     ※勤続 25 年 

         松田武幸 （団員） 

※勤続 20年 

    笹原正彦 （団員） 

         笹原 進 （団員） 

         川越清孝 （班長） 

         奥山昌伸 （団員） 

     ※勤続 15年 

         細谷奈津美（団員） 

         佐々木知弥（団員） 

         大沼 誠 （班長） 

         齋藤智裕 （団員） 

 

受賞者のご紹介 

◆村山市長表彰 

  【優良消防団員】 

      笹原岳史 （団員） 

      奥山直樹 （団員） 

      青柳太介 （団員） 

      井澤裕治 （団員） 

 

   【退団者】 

      青木光一郎（分団長） 

      卯野明美 （団員） 

      齊藤孝広 （団員） 

      松田武幸 （団員） 

      

◆団長表彰 

   【優秀団員】 

      笹原洋介 （団員） 

これまでの功績が認められ各種表彰を受け

られた方、おめでとうございます。 

また、長年消防団活動にご尽力され退団され

た方、大変お疲れさまでした。 

市民センターの窓口業務 （各種証明について） 
 

各種証明書について、午前中に申請した場合は、その日の午後２時 30分以降に受け取れます。 
（午後の申請は、翌日午前中受付と同扱いです。） 
また、取り扱える証明は、戸籍謄抄本・住民票謄抄本の写し等、印鑑登録録証明、税諸証明のみで、 

その他は市役所が窓口になります。よろしくお願いいたします。 

◆◆◆ 消防功労等表彰 ◆◆◆ 

 

※敬称略 


