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（コミセン編集委員会）
〈運営業務受託団体〉

〒990-2173

山形市明治コミュニティセンター運営協議会

コミュニティセンター事業のご案内

「シニアクッキング」
美味しくて、栄養バランスのとれたメニューです。
一緒に楽しく作りましょう！
◉と き：11 月 30 日(水) 午前 10 時～
◉ところ：明治コミュニティセンター調理室
◉内 容：・うす切り肉のロール酢豚
・おから入りポテトサラダ
・黒ごまプリン
（作った料理は持ち帰ります）
◉参加費：300 円（当日集金します）
◉持ち物：・エプロン・三角巾
・持ち帰り用の容器 2 個
(プリン容器はこちらで用意します)
◉定 員：明治地区の方 8 名
◉締切り：11 月 22 日(火)
◉申込み：明治コミュニティセンターまで ☎684-7333

山形市大字渋江９７９番地 ℡ 684-7333 Fax 684-2899

ﾒｰﾙ：meiji@mmy.ne.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.yamagata-community.jp/~meiji

ご協力ありがとうございました

～環境整備・消防訓練～

10 月 12 日(水)明治コミュニティセンター利用者
団体の皆様よりご協力いただき、樹木剪定や花苗の
植栽、玄関まわりの清掃、会議用テーブルのキャス
ター交換等の環境整備を実施しました。文化祭を前
に、普段手の届かない館内外をスッキリ綺麗に整備
していただきました。
その後、消防避難訓練を実施し、水消火器を使っ
た初期消火訓練を行いました。ご参加いただきまし
た皆様、大変ありがとうございました。

サイクリングに行ってきました！
～秋の慈恩寺方面～
10 月 13 日(木) 爽やかな秋空のもと、立
谷川沿いのさくらんぼロードを走り、慈恩寺
へ向かいました。慈恩寺で参拝後、慈恩寺テ
ラスで昼食をとり、往復 34km のサイクリ
ングを満喫しました。

素晴らしい「書」をご寄贈いただきました
11 月の主な行事予定
９月吉日、灰塚の東海林白鷗(東海林)氏より、

1 日(火) 第七中学校合唱コンクール

素晴らしい「書」を寄贈していただきました。

1 日(火)～10 日(木) 高齢者の交通事故防止推進強化旬間

書かれているのは、書家 小坂奇石氏の詩、
「春

5 日(土) 明治小学校ひしのみ発表会

の訪れ」(首春)です。迫力がありながら、柔らか

23 日(水・祝) 契約会

さも感じられる書からは、心が洗われ、詩の情

25 日(金) 町内連合会会長会

景が浮かぶようです。

29 日(火) 文化祭実行委員会⑤

コミュニティセンター和室の床の間に飾られ

30 日(水) 主催事業「シニアクッキング」

てありますので、是非ご覧ください。

＊3 日(木・祝)の山形市秋季消防演習

東海林さん、ありがとうございました。

(明治地区会場)は中止となりました。
詩の解説も掲示しています

薄暮時の立哨指導活動
秋の交通安全県民運動最終日の 9 月 30 日（金）、
交通安全明治支部の役員の方が、薄暮時の立哨指導
を行いました。明治コミュニティセンター前を通る

自転車や歩行者に交通安全を呼びかけました。

【明治地区体育振興会事業】

レクレーションや
３回目 １０月 2３日（日）

1 回目(ハーフ) 8 月 28 日（日）

クリスマスの作品作りで楽しもう。

順位

名前

スコア

順位

名前

スコア

第１位

安達さん

30

第１位

東海林さん

53

第２位

安達さん

32

第２位

安達さん

54

第３位

遠藤さん

33

２回目 ９月 2５日（日）
順位

名前

スコア

第１位

高澤さん

55

第２位

遠藤さん

57

第３位

安達さん

58

第３位

遠藤さん

54

令和４年度は３回にわたりパークゴルフ大会を開催すること
が出来ました。最終日の 10 月 23 日は心地いい天気に恵まれ、
好プレー、珍プレーがあり一喜一憂しながら、１８ホールを楽し
みました。参加者の方々が景品を片手に爽やかに軽やかに帰る姿
がみられました。また、来年も楽しみにしてください！渋江白川
パークゴルフ広場の皆様、ご協力ありがとうございました。なお
冬季の元気アップ事業への参加も宜しくお願い致します。
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研 修 室 1 AB

対象・定員】小学生 先着３０名 【費 用】１００円（材料代）
【持 ち 物】マスク着用、筆記用具、飲み物
【申し込みは】～１2 月６日（火）までに
①メール（shakyo@city.yamagata-yamagata.lg.jp）で、
児童氏名・住所・学校名・学年・連絡先電話番号を記入。
または ②電話で、市社会教育青少年課へ
☎（代）６４１－１２１２（内線４５９）（※土・日を除きます）
★当日、自宅で検温していただき、発熱、息苦しさや強いだるさ、咳・のどの痛み
などがある場合、また いつもと体調が違う場合は、参加を控えてください。
★今後の新型コロナウイルス感染症の状況等で、中止になる場合があります。

～１２月４日から１０日までは「人権週間」です～

特設「人権なんでも相談所」を開設します
人権擁護委員が、無料で各種相談に応じます秘密は厳守します。
お気軽にご相談ください。

ユビキタスな癒しの川づくり委員会が要望していた ◎区
間：須川と立谷川の合流箇所
支障木伐採が、下記により実施されますので、工事中は
◎期
間：１０月 17 日から１１月上旬まで
工事車両の出入りや、立ち入り禁止箇所もある為十分
◎施工 業者：渋谷建設(株)
気をつけてください。皆さんのご協力をお願いします。
ユビキタスな癒しの川づくり委員会

開催日時
開催場所
相談内容

１２月１０日（土）午前１０時～午後３時
山形市総合福祉センター（城西町二丁目）２階

夫婦・家族間のいざこざ、ＤＶ、高齢者・子どもの虐待、いじめ問題、体罰、
近所とのトラブル、騒音・悪臭などの公害、いやがらせ、土地の境界問題
障がい者・外国人等の差別、震災に伴う人権問題
など

はあと💛の会からのお知らせ
日 時：11 月 22 日(火)10 時～
場 所：明治コミセン・工作室
参加費：300 円 締切り：11 月 15 日(火)
定 員：明治地区の方 8 人

たの

大学生のお兄さん・お姉さんといっしょに冬を楽しみ、みんななかよしになろう！

お
願
い

麦わら帽子の会で作られたかぼちゃが
可愛い人形となり、コミセン南側の畑と三
条目集会所前の畑に飾られ、道ゆく人を楽
しませてくれました！三条目にはハロウ
ィンに向けてこわーいお人形も飾られま
した。麦わら帽子の会の皆さんありがとう
ございました。

申込・問合せ：松﨑まで

第４回
ふれあい広場
ビッキの会

どなたでも参加できます♪
午前 10 時から明治コミセンで活動中！
一緒に健康寿命を延ばしましょう！

【11 月の開催日】
4 日(金)、11 日（金）、
18 日（金）
、25 日(金)

実施要綱

期間：11 月 1 日（火）～11 月 10 日（木）
交通安全「互いに守る
【運動の重点】

思いやり」県民運動

～ ゆずり合い 笑顔とゆとりの 山形路 ～

夕暮れ時の交通事故防止

山形県交通安全協会明治支部

