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1１月号

令和4年

「2022出羽花火」の開催にあたり、９月22日以降にご協賛いただきました企業・団体・個人の方々です。

有限会社エアクリーン東北 様 斎藤マシン工業株式会社 様 千手堂夏祭り実行委員会 様

出羽２８区町内会 様 株式会社トプコン山形 様 株式会社花笑み 様 もみいち食堂 様

小林信夫 様 ・ 近藤光弥 様

花火協賛 総合計額 ￥５２１，20０

皆さまのあたたかいご支援、どうもありがとうございました。

第1回

•ボランティアって？！

•日時 令和４年１２月５日（月）10時～11時30分

•講師 山形市社会福祉協議会 ボランティアセンター

第2回

•傾聴講座 ～話の聴き方、心の開き方～

•日時 令和４年１２月６日（火）10時～11時30分

•講師 板垣 幸江氏（認定心理士）

第3回

•目に見えない障がいってなんだろう ～発達障がいについて～

•日時 令和４年１２月13日（火） 18時～19時30分

•講師 花笠ほーぷ隊（知的・発達障害疑似体験 出前講座提供豚い）
•お子様連れでも大丈夫です

でまえこうざていきょうぶた

後援：出羽地区社会福祉協議会●会場：出羽コミュニティセンター多目的ホール

●申し込み：11月２５日(金)までに下記へお申し込みください

出羽地区のみなさん「何かやっ

てみたい」「私にもできるかも」

という気持ち、心のどこかにあり

ませんか？その気持ちがご自身の

心や生活を豊かにしてくれる第一

歩になるかもしれません。１回の

【問い合わせ】
山形市社会福祉協議会地域福祉課
生活支援コーディネーター 山内ルミ子

☎645-8061 FAX645-9236

たとえば・・こんなお悩みごとはありませんか？

などなど・・お気軽にどうぞ！

日 時 場 所 担 当

行政困りごと相談所開設

行政相談委員は、民間有識者の中から総務大臣が法律に基づいて委嘱しているボランティアで、

みなさんと役所のパイプ役です！相談は無料、秘密厳守です。

13時30分
～15時30分

令和4年
11月19日(土)

・ 山形市担当
行政相談委員

・ きくみみ山形

出羽
コミュニティ
センター

ヘルパーを
頼みたいけど、
どうしたらいい？

高齢
独り暮らしで
除雪が難しい

山形市社会福祉協議会 ☎ ６４５－８０６１
出羽コミュニティセンター ☎ ６８４－７０３０

10月1日。月山登山に参加してきました。高齢と体力減退を自覚していますが“初心者コース・八合目

までバス”とのコミセンだよりに早速申し込みました。当日は好天に恵まれ、事故・ケガもなく踏破でき

ましたが、私にとってはとても厳しいものでした。雄大な連山・山肌の紅葉に自然の素晴

らしさを改めて実感しました(しかし本当に本当に大変な一日でした）。高齢ということ

で家族が心配し、孫を随行させてくれたので大助かり。孫も初登山でありましたが

元気に往復できました。今後“山ガール”？いえいえ自然を楽しむ女性と

なってくれれば祖母として嬉しい限りです。皆様ありがとうございました。

K.M

月山紅葉トレッキング参加の方から、うれしいおたよりが届きました

のみの参加も可能で

す！皆様お誘い合わ

せのうえ、奮ってご

参加ください。

(山形行政相談センター）

花火が上がるまち出羽 今年も1,000発の花火が夜空に打ち上げられました

10月22日（土）、

今年で4年目を迎え

た出羽花火。あいに

くの雨模様でしたが、

打上げ間際になんと

奇跡が！雨が上がり、

色鮮やかな花火と幻

想的な音楽に包まれ

て、会場の皆さんの

中に感動と一体感が

生まれました。
この花火で、皆さんの心が

たくさんの「愛」で
満たされていますように！

実行委員をはじめ、
スタッフの皆さん、
本当に
ありがとう
ございました。

６年生たちから力強いメッセージ！

翌日のゴミ拾いもお疲れさまでした！

“コロナの中でもみんなで笑顔と
チャレンジ精神でがんばろう！”



日 時 ： １１月２７日（日） 午前９時～午後１２時

場 所 ： 出羽コミュニティセンター 多目的ホール

募集対象 ： 出羽地区内の親子 または祖父母とお孫さん 20組

講 師 ： 長瀬 正美さん（出羽もがみべにばな会 会長）

参 加 費 ： １ 組 500円（当日お釣りのないようご持参ください）

申 込 み ： 出羽コミュニティセンターまで ☎ 684-7030

※ 11月17日（木）締切
主催 出羽地区町内会連合会

出羽の紅花文化に触れてみませんか・・・

親子紅花染め体験

グラウンド
ゴルフ
試合結果

1位 加藤 清四郎 さん
２位 渡貫 勝敏 さん
３位 鎌田 昭夫 さん
４位 増川 貞吉 さん
５位 丸子 純市 さん

1位 鎌田 節子 さん
２位 高橋 トキ子 さん
３位 若木 よし さん
４位 小関 久美子 さん
５位 横山 きよ子 さん

今大会は37名の方に参加していただき、飛賞もたくさんありました。
来年度も開催を予定しておりますので、ぜひご参加ください。

出羽地区社会福祉協議会からのお知らせ

※冬期間のため
12月～3月の百歳体操も
お休みになります。

目にも色鮮やかな紅花染めを体験できます。

染めた作品はその場でお持ち帰りできますよ。

親子で、またはお孫さんと一緒にぜひご参加

ください。

10月9日（日）市総合スポーツセンターで行わ

れた、山形市民スポーツフェスタ・地区親善グラ

ウンド・ゴルフ大会で出羽地区代表の２７区チー

ムが優勝しました。

気持ちも晴れやかにプレーを楽しんだ参加者の

みなさん。見事優勝を勝ち取り、充実した試合結

果だったのではないでしょうか。

大根をやわらかく茹ですぎると
焼く時に崩れやすいので注意！

白身魚のアクアパッツァ

・大根 400ｇ
・水 600ml
・コンソメ 3g
・オリーブオイル 2g
・水菜 80ｇ
・トマト 150g
・酢 15g
・粒マスタード 5g
・塩、黒こしょう 少々
・オリーブオイル 4g

・生たら 400g
・黒こしょう 少々
・にんにく 16g
・唐辛子 1本
・オリーブオイル 16g
・あさり(殻付) 320g
・白ワイン 40ml
・ブラックオリーブ 40g
・水 40ml
・オリーブオイル 24g
・トマト 150g
・レモン ½個
・パセリ又はせり ４g

＜材 料＞

（材料は4人分です）

（材料は4人分です）

＜材 料＞

A

10月号掲載の出羽班メンバー考案の減塩
メニューはいかかでしたでしょうか？
今回号も引き続きメタボ予防の減塩レシ
ピをご紹介します。

＜食生活改善推進協議会出羽班＞

焼き大根のサラダ

＜作り方＞
① 大根は厚さ3㎝位の輪切りか半月切りにし、皮は厚めにむく。

片面に十字の切り込みを深めに入れておく。

② 水菜は長さ4㎝に切る。トマトは8等分のくし切りにし、斜め半分に切ってお く

（1人4個）。

③ 鍋に大根・水・コンソメを入れ、落しふたをして煮る（沸騰まで強火、その後中火20

分～）。大根が柔らかくなったら火を止め、取り出し水気を除く。

④ フライパンにオリーブオイルを熱し、大根を盛り付ける面から入れて、強火で両面

焼き色をつける。

⑤ ボウルにＡを入れて混ぜ、オリーブオイルを少しずつ加え、よく混ぜる。

⑥ 皿に大根、水菜、トマトを彩りよく盛り付け⑤をかける。

＜作り方＞
① あさりは塩水で砂出しをし、殻の汚れを落として水気をきる。

② 白身魚は水気を拭き取り、分量外の塩（小さじ1/8）をふって時間をおいてから水

で洗う。黒こしょうで下味をつける。

③ にんにくは潰しておく。唐辛子は半分に切り、中の種を除く。ブラックオリーブは

横半分に、トマトは８等分のくし形切りにし、斜め半分に切っておく（1人4個）。

レモンは4等分のくし形切り、パセリ又はせりは粗みじん切りにする。

④ 鍋ににんにく・唐辛子・オリーブオイル・を入れて弱火で加熱し、白身魚を入れ中

火で5分、裏返して1分ほど焼く。

⑤ 火を止め、脂・水分をペーパーでふき取り、あさり・白ワインを加え、ふたをして

中火から強火で加熱し貝の口が開いたら、ブラックオリーブ・水を加えひと煮立ち

させる。

⑥ オリーブオイルを白身魚全体にまわしかけ、煮汁がとろりとするまでスプーンでか

けながら煮て、トマトを加え、さらにひと煮立ちさせて火を止める。

⑦ 皿に盛り付け、汁を回しかける。レモンを添え、パセリまたはせりをちらす。

10月12日（水）食生活改善推進協議会

出羽班の皆さんが、ボランティアとして

花火観覧会場となる西側駐車場の清掃

活動をしていただき、とてもキレイにな

りました。花火大会の安全・安心のため、

ご協力いただきありがとうございました。

交通安全協会の加藤賢二さん（七浦・３区）が、東北交通

栄誉章交通安全功労者として表彰されました。同章は、東北

管区警察局長から贈られたもので、交通安全協会員として

23年間、街頭での交通安全指導など、長年の交通安全に対

する尽力が功労として認められ、受章に結びつきました。

いつも地区内の安全を見守り続けていただきありがとうござ

います。そして今後ともご協力をよろしくお願いいたします。

おめでとうございます

加藤 清四郎 さん

小野 勝彦 さん

伊藤 十三 さん

横山 きよ子 さん

渡貫 勝敏 さん

横山 満治 さん

出羽地区チーム


