中里市民センター報

８月 17 日（水）に第 1 回中里市民センター改築ワークショップ
を一関市役所大会議室において開催いたしました。
３５名の方にご参加いただき、新たに改築される「中里市民セ
ンター」が中里地域の学び・まちづくりの拠点として充実した機
能となるよう広くご意見をいただきました。
８月３１日に開催する第２回中里市民センター改築ワークショッ
プでは、１回目のワークショップで寄せられた意見を整え、一関
市へ提案する予定としております。
このワークショップ後の建て替えまでの予定としては、正副会
長・有識者等を軸とした「実施設計準備委員会（仮称）」を設立し、
改築に向けて一関市と協議をしながら進めていく予定です。

８月６日（土）に中里夏祭りを中里市民センターで開催しました。
天候にも恵まれ、ベビーカーを押す親子連れなど約４００人の方
に参加いただきました。
今年は感染症予防対策（密の回避）として、市民センター東側の
市道を歩行者天国とし、また、南側の空き地（一部は畑として活用
中）を休憩場所として開放し、多くの方に喜んで利用していただき
ました。
人気の「かき氷」「玉こんにゃく」の他、畑で収穫した「ポテトフラ
イ」や地元商店より提供いただいた「餅入りコロッケ」「焼きそば」
も飛ぶように売れていました。「コロナ叩き」「千本引き」「水ヨーヨ
ー」「的当て」のイベントコーナーでは、子ども達が何度もトライす
る姿が見られるなど、楽しい夏の思い出となりました。
第１プロジェクトをはじめ行政区長・地区ＰＴＡ会長及び小・中学
生のボランティアなど多く
の地域の皆さんとコミュニ
ティを図りながら企画から
実施までできた夏祭りでし
た。ご協力をいただきあり
がとうございました。
夏祭りの様子は、公式
ホームページ（YouTube）
で配信中です。
是非、ご覧ください。
中里まちづくり協議会第１プロジェクト事業
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・中里放課後子ども教室 15 時～
・マネープラン講座 13 時～
・中里大学（陶芸） 13 時～
・中里大学（健康） 10 時～
・ポールウォーキング講座 13 時～
９/ 7 ・中里大学（芸能） 10 時～
９/ ８ ・いきいき 100 歳体操
13 時 30 分～
・中里放課後子ども教室 15 時～
９/10 ・中里放課後子ども教室
特別プログラム【治水見学】
９/13 ・中里大学（運動）10 時～
・ポールウォーキング講座 13 時～
９/14 ・中里大学（歴史）13 時 30 分～
９/15 ・中里大学修学旅行 9 時～
・いきいき 100 歳体操
13 時 30 分～
・中里放課後子ども教室 15 時～
９/17 ・中里放課後子ども教室
特別プログラム【熱気球を知ろう】
・季節の生け花講座 14 時～
９/20 ・中里大学（筆ペン）10 時～
・ポールウォーキング講座 13 時～
９/22 ・いきいき 100 歳体操
13 時 30 分～
・中里放課後子ども教室 15 時～
９/26 ・中里大学（音楽） 10 時～
９/27 ・中里大学運営委員会視察研修
9 時～
９/29 ・いきいき 100 歳体操
13 時 30 分～
・中里放課後子ども教室 15 時～
《 中里放課後子ども教室 》
ぼうさい探検マップの活動実施します‼
中里放課後子ども教室では、地域内を探
検して“危険”を発見し、危険の理由や対策等
について調べ、防災に役立つぼうさい探検
マップの活動を行います。
今年度のテーマは「土砂災害」です。
ここ数年、国内で大雨（線状降水帯など）に
よる被害が相次いでいることから、地域内
を探検して、地域の特徴を知り、安全に避難
する方法を一緒に考える内容とします。
対象 中里小学校 ４～５年生 １０名
参加を希望される方は中里市民センター
までお問合せください。

７月２４日（日）に午前６時から市教育委員会と協
働で、３４名の方々にご参加いただき、旧中里中学
校環境整備を行いました。
年々草の生育が著しく、天国坂の通学路も通路
が狭くなるほど繁茂するなど荒れ具合が大きいよ
うに見えましたが、参加していただいた皆さんが声
をかけ、力を合せて作業を行ったところ１時間の作
業でしたが見違えるほどスッキリしました。
ご協力いただきありがとうございました。
中里まちづくり協議会第 3 プロジェクト事業

中里地区防犯交通安全協会では、児童・生徒の
皆さんが安全に通学できるように行政区長・ＰＴＡ・
ボランティアの皆さんと登校時の見守り活動を実
施しているところです。
この度、安全に見守り活動をするためには交通
安全について共通認識を図ることが必要と考え、
下記のとおり講座を開催いたします。
記
〇主 催 中里地区防犯交通安全協会
〇日 時 令和４年９月３日（土）１１時～１２時
〇場 所 中里市民センター 交流室
〇講 師 一関警察署山目交番 署長 佐々木斉氏
〇内 容 交通安全について（見守り時のルール）
例）横断歩道の渡し方
〇対 象 通学時の見守り活動を
実施している方
〇問合せ
中里市民センター 21-2152

中里市民センターでは、生涯学習事業として下記の
講座を開催します。 詳しくは中里市民センターまで
～ マネープラン講座 ～
教育費・老後資金などのマネープラ
ンを学び、人生 100 年時代を有意
義に生活できる術を学ぼう！
〇日時
9 月 3 日（土）13 時～16 時
〇場所 中里市民センター
〇内容
・「ライフイベントと予算」
・今からできる準備「マネープラン
ニング」
・実践「ライフ・マネープランニング」
ワークショップ
〇対象 中里地区在住または在勤
の概ね３０歳～５０歳の方
〇定員 12 名（先着順）

～ポールウォーキング講座～
少ない負担で運動効果が高いポ
ールウォーキングをしよう！
〇日時
９月６日、１３日、２０日
毎週火曜（全３回）
１３時～１５時３０分
〇場所
厳美市民センター・厳美渓
〇内容
ウォーキング専用ポールを用
いて歩きます
〇参加費
ポールレンタル料５００円×回数
〇対象
中里地区在住または在勤成人
〇定員 10 名（先着順）
〇申込 期間 8 月 1 日～26 日
中里市民センターまで
〇その他
中里市民センターからバスで移
動します

中里まちづくり協議会では、携帯やパソコンから簡単に施設予約状況や事業・
講座予定・実施の様子などの情報が入手しやすいよう公式ホームページ・公式
LINE より情報を配信しております。
施設は地震の被災を受けましたが、市民センター・まちづくり協議会は元気
に事業を展開しております。QR コードをスキャンしてご参加ください。

～ クラフトバンド講座 ～
紙バンドを使ってかごやバックを作
ってみませんか
〇日時
10 月 1 日・８日・２２日・２９日
毎週土曜日（全４回）
１３時３０分～１５時３０分
〇場所
中里市民センター 交流室
（１日・２２日・２９日）
山目市民センター 創作室
（８日）
〇内容
１回目…かご作り（基本を学びます）
２～４回目…バック作り
〇材料費 2,500 円
〇対象
中里地区在住または在勤成人
全４回参加可能な方
〇定員 10 名（先着順）
〇申込 期間 ９月 1 日～15 日
中里市民センターまで
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