
明 日 の 小 山 田 を 考 え る 会 の 目 的

は、住んで良かった・ずっと住み続

けたい・住み良い地域を創ることで

す。そのためには、地域の皆さん

の積極的な関わりが必要です。

今年度総務部では、小山田地域の魅力を花巻市内外に広く情報発信することにより小

山田地域のイメージを高め、来訪者数の増加や移住・定住等を促進すべく、明日の小山

田を考える会のホームページを開設いたします。

明日の小山田を考える会の活動や小山田地域の自然、偉人、名所等、魅力溢れる小山

田地域を情報発信していきたいと考えています。

農作業に携わる女性が増加している中、機械の機能や性能、操作法などを学びたいと

の要望があり、6月25日(木)産業振興部主催で草刈り機械の技能講習会を開催しました。

参加した１０名の女性は、危険行為や草

刈りをスムーズに行う方法、機械の点検・

清掃方法を学び実践しました。参加者から

は、機械の特徴や部品の交換の目安などを

知ることができ非常に役立った。また、楽

しく作業できたとの感想を頂きました。
説明を聞く参加者

小山田地域の子育て世代のお母さん方を対象に女性

同士の交流の場をつくり、仲間づくりの架け橋になれ

るようにと、教育振興部主催 ママカフェ「rainbow」

を6月28日（日）開催しました。ヨガには総勢12名が

参加し、無理せずに自分の出来る範囲で行うことが大

事だと知り、とてもリラクゼーション出来たようです。

意見交換会では、小山田地域の魅力は「自然豊か」「水

・米がおいしい」「地域で子どもたちを見守っている」

等の感想がありました。子育てについても、先輩ママ

の体験談を聞き、新米ママさんやこれからママになる

参加者の参考になったようです。

すごく楽しかった。時間が足りないくらいだった。

こういう機会は大事との意見も頂きました。

佐々木孝子講師の動作を見て、同じように

ポーズをとります。



明日の小山田を考える会名簿（平成２７年度）

番号 役職 行政区 生活環境部 教育振興部

1 会長 第2 番号 役職 行政区 番号 役職 行政区

2 副会長 第3 32 部長 第4 東和仁寿会常務理事 51 部長 第2

3 副会長 第1 33 副部長 第1 社会福祉協議会東和支所長 52 副部長 第3

4 副会長 第4 34 副部長 第4 安協東和支会小山田分会長 53 副部長 第4

5 事務局長 第2 35 第1 めだかの会 代表 54 第1

6 参与 第3 36 〃 花巻市消防団第２２分団長 55 第2 前東和中学校ＰＴＡ会長

7 参与 第2 37 第2 花巻市防犯協会東和総支部 理事 56 〃 中川目公民館長

8 参与 第4 38 第3 花巻市防犯協会東和総支部 副総支部長 57 〃 民生・児童委員（石鳩岡・南川目）

9 参与 第4 39 〃 小山田駐在所 所長 58 〃

10 監事 第2 40 〃 東和消防協力隊第5分隊長 59 第3

11 監事 第3 元ｺﾐｭﾆﾃｨ副会長 41 第4 花巻市消防団第２２副分団長 60 〃 留ケ森公民館長

61 〃 民生・児童委員（前田）

産業振興部 62 〃 民生・児童委員（留ケ森・古田）

番号 役職 行政区 番号 役職 行政区 63 第4 小山田老壮会 会長

12 部長 第3 自治会推薦 42 部長 第1 64 〃 外谷地公民館長

13 副部長 第1 自治会推薦 43 副部長 第4 花巻市農業委員 65 〃 民生・児童委員（北小山田・外谷地）

14 副部長 第3 自治会推薦 44 副部長 第3 猿ヶ石北部土地改良区 理事

15 第1 自治会推薦 45 第1 花巻市農業委員

16 第2 自治会推薦 46 〃 岩手中部農業共済組合総代

17 〃 自治会推薦 47 第2 ＪＡ岩手花巻小山田地区総代会会長

18 第4 自治会推薦 48 〃

19 〃 自治会推薦 49 第3

50 第4

企画建設部

番号 役職 行政区

20 部長 第3 自治会推薦

21 副部長 第1 自治会推薦

22 副部長 第2 自治会推薦

23 第1 自治会推薦

24 〃 自治会推薦

25 第2 自治会推薦

26 〃 自治会推薦

27 第3 自治会推薦

28 〃 自治会推薦

29 第4 自治会推薦

30 〃 自治会推薦

31 〃 自治会推薦

総務部

千葉 功 自治会長兼行政区長

自治会長兼行政区長

役職及び職歴氏 名

佐々木 昭雄

浅沼 正昭 自治会長兼行政区長
東和地区教育振興運動実践協議会
小山田支部事務局長

元花巻市議会議員

小原 一成

吉田 寛 元花巻市議会議員

氏 名 役職及び職歴

菊池 保守 元花巻市職員 部長

鎌田 榮一 自治会長兼行政区長

氏 名 役職及び職歴

東和地区教育振興運動実践協議会

小山田支部長

東和地区教育振興運動実践協議会
小山田支部副支部長

東和地区教育振興運動実践協議会
小山田支部副支部長

畠山 勇吉

小田 拓美

菊池 隆志

宮川 弘海

菊池 泉

菊池 美枝子

志田藤 里美

新田 寿成

浅沼 直行

小原 壮治

菊池 和美

浦岡 良孝

氏 名

下坂 幸生

今西 優子

菅原 明

小田 武子

菊池 正実

長畑 テル

浅沼 幸雄

菅原 ゆかり

高橋 修

佐々木 俊巳

吉田 幸雄

新田 憲孝

菊池 康一

田辺 信夫

菅原 芳昭

吉田 栄

宮川 一子

小田 晴彦

佐々木 静子

下坂 淳代

菊池 康夫

菅原 収蔵 新田 実

新田 盛夫

役職及び職歴

畠山 重光

氏 名

小山田美女会

役職及び職歴

岩手中部農業共済組合地区共済部長協議会代表

元ｺﾐｭﾆﾃｨ会長

伊藤 千春

菅原 美紀子

菊池 由男

氏家 一男

菊池 一男

菊池 輝夫

菊池 照雄

菊池 睦夫

吉田 正人

菊池 弘美

氏 名

浅沼 英喜

千葉 良一

吉田 みな子

小原 敏見

花巻市議会議員

花巻市議会議員

千葉 修

一ノ渡 淳誌

菅原 友子

民生・児童委員(中川目,駒形,秋葉)

東和町体育協会常任理事小山田支部長

小田 耕眞

役職及び職歴

ＪＡ花巻農協 理事

ＪＡ岩手花巻小山田地区農家組合長代表

菊池 修

菊池 照雄

下坂 章治

2016 希望郷いわて国体 『運営ボランティア募集中』

来年10月1日より開幕するいわて国体を前に、リハー

サル大会が7月のボート競技（東和町）を皮切りに10月

まで6競技始まります。

花巻市では来年の本大会に向け、競技会の運営を補助

して頂くボランティア（800名）を募集しております。

是非とも皆さんのご協力をお願いいたします。

（詳細は4月15日の広報はなまき13ページに掲載）

※ 組合・団体等で代表者が変更になっ

ている際は、規約第9条第4項により後

任者が引き継ぐこととなっておりますの

でよろしくお願いいたします。交替の際

は事務局までお知らせください。

（電話 ４２－２９４１）

小山田の人口 世帯数 男（人） 女（人） 計（人） 比較(5月末)

第１行政区 63 104 93 197 4人減

第２行政区 146 230 232 462 6人減

第３行政区 162 259 270 529 －

第４行政区 111 195 200 395 1人増

計 482 788 795 1,583 9人減

平成２7年6月末現在


