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≪ 利 用 の ご 案 内 ≫ 

こどもの広場 

子育て中の家族のみなさんとお子さんが気軽に集える交流の広場で

す。遊具、絵本など、自由にご利用いただけます。また子育てに関す

る講演会、季節の行事、お誕生会、キッズエアロビなど、色々な催し

を行う予定です。◎土曜日も開設しています。是非ご利用ください。 

☆対  象  主に、幼稚園、保育所等に入園前の乳幼児と保護者 

☆開設日時  月曜日～金曜日 第１，３，５土曜日 9：00～16：00  

※土曜日は AM のみ 
☆利用料金   1 日 １５0 円（保険料、おやつ代込）＊初回は無料 

       11 回券 1.500 円（保険料、おやつ代込） 

☆休所日   第２，４土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、お盆 

一時預かり 
理由を問わず、生後６ヶ月～就学前のお子さんを最大３時間までお預

かりします。通院や冠婚葬祭、お買い物や美容院に行きたい時などに

ご利用ください 

☆利用できる日と時間  こどもの広場開設時間内の３時間まで 

☆利用料金       １時間 ７００円 ＊事前にご連絡下さい 

 

■お問い合わせ     子育て支援センターひまわり 43-442２ 

 
 

すこやかクラブ（放課後児童クラブ） 
 共稼ぎ家庭や留守家庭などの子どもを預かる放課後児童クラブを開設し

ています。クラブには指導員を配置し子どもを見守ります。 

☆対  象  向町小学校学区の小学生 
       ※すこやかクラブは、大堀小・富沢小学区でも行っています。 

☆開設時間  平日（登校日） 下校時～午後６時 

       学校休校日   午前８時３０分～午後６時 
       （日曜日、祝祭日、お盆、年末年始は休み） 

※大堀・富沢すこやかクラブへのお問い合わせは、中央公民館☎43-2350 へどうぞ 

 

 

 

 

ひまわり図書室 

子供たちと、子育て中のみなさんのための、児童図書室です。 

蔵書は、乳幼児から高校生までを対象とした図書で約 6,000 冊です。最上

町に住んでいる方、通勤、通学されている方なら、どなたでもご利用いた

だけます。 

☆開室時間  am9：00～12：00 pm1：00～5：00 

☆休室日   第 2 第 4 土曜日 日曜日 祝日 年末年始、お盆 

☆本の貸出  一人一回 5 冊まで 貸出期間は 2 週間まで 
 

  

 



 
おやつの前に絵本の読み聞かせをしています。 

大型紙芝居の 

「おおきく おおきく  おおきくなあれ」!! 

子どもたちが参加できる紙しばいです。、みん

なの「おおきく、おおきく、おおきくなあれ！」

のかけ声でブタやケーキがおおきくなるの

が、みんな 

大好き♪ ちょっと 

ドキドキしちゃうお話 

です。 

7 月 11 日金曜日、今年も佐藤さん

のご好意により、さくらんぼ狩りを行

うことができました。数日前からの

台風予報に心配した様子の子どもた

ちでしたが、出かける頃には雨もあ

がり、「おいしい！」「楽しい！」とい

う声が響く楽しい時間を過ごすこと

ができました。 

みんな順番を守って梯子を上り、

怖くて登れない子には分けてあげる

様子に、優しさと成長を感じる時間

となりました。   

     学童担当 菅 晴美 

 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

和 み 会
な ご み か い

 

 

 

８月８日(金)  

向町地区和み会開催 
アルカディアもがみ「みんなの家」 

（旧向町営林所）にて和み会を行いま

す。 

午前９時３０分～１４時３０分 

料金は１人８００円 

（弁当・お菓子・お茶代込） 

利用地区を募集しています 

学童保育  向町すこやかクラブ 

 

 ミニデイサービスの名称が“和み会”に変わって４か月になり

ます。班編成も少し変り活動者も若くて元気な方が何名か増え

５月から活動しています。参加した皆さんも楽しまれた様子で、

好評だったと思います。今後も活動を続けていく為には、私達

も知恵を出し合い、協力し合い、講習会を行って頑張らなけれ

ばと思います。 

 たくさんの皆さんの参加をお待ちしています。私達と一緒に

楽しい時を過ごしませんか!! 

和み会のお申し込み・お問い合わせは 

 
ＮＰＯアルカディアもがみ事務所 

４３－９２７０ まで 

楽しみな和み会に思いをはせて!! 

赤倉  田中 綾子 

 月一回第二火曜日は和み会の日と決めて会員皆楽

しみに心待ちに致しております。和み会の日を定めて

からは、出席率も一定し和み会が主役になりました。会

員は年の差があまりなく、私達の青春は暗かった戦争

の時代で、戦後の慌ただしい世相に陥った今では想像

も出来かねる時代を過ごしました。その頃の生活様式

を話合える、心の内を暖かい雰囲気に包んで相づち

を打ってくれる仲間にめぐり会えた喜びは大いなるも

ので、満足感を味わえる楽しみのポイントです。と、同

時に時代の流れについて行ける様に色々な方たちの

講演や汗を流す運動もかけがえのない楽しみになっ

ております。会場の三之亟さんには送迎の心くばりと

食事の配慮をいただき、心の支えになり、楽しみも倍

増し、次の月の予定をお願いし、送ってもらい楽しい一

日になります。 

 

子どもの広場では子ども達がソフト積木で道路やイ

ス、トンネルを作ったり、ままごとや車に乗って遊んでい

ます。子ども同士の関わりが見られたり、家の人と一対

一でゆったり遊んでいます。 

家の人は子どもの遊びの様子を見守りながら、料理

や子育ての話題など情報交換を楽しんでいます。 

ぜひ遊びに来て下さい。   

子どもの広場担当 小林美由紀 

 

子どもたちに大人気の絵本 

「くっついた」❤ 

おさるさんの手がくっついたり、 

ぞうさんの鼻がくっついたり… 

おかあさんとわたしのホッぺ、そして、おとうさん

のホッぺも…♪ 「こどもの広場」のお友だちも、

ママやおばあちゃんとホッぺをくっつけて…ホン

ワカあたたかい気持ちになっちゃう絵本です。 

町制 60周年の最上祭り 

小林 守 

 今年は最上町が始まって 60 年節目の年です。そ

れに伴い様々な事業が執り行われています。60周年

の記念事業として町民運動会などが目立つものかも

しれませんが、今日は、最上祭りについて記したいと

思います。 

 そもそも祭りのねらいとは何なのでしょうか。賑わ

いをつくるのが目的なのでしょうか。調べると「神仏・

祖先をまつること。また、その儀式。特定の日を選ん

で、身を清め、供物をささげて祈願・感謝・慰霊などを

行う。」とあります。 

 

 私たちの先輩たちに「馬市そのものが祭りだったな

よ」とおっしゃる方がおります。 

 私たちの最上祭りは。愛宕神社の天狗渡りに始まり、

集落ごとの仮装行列でその「祭り感」が最高潮となり

ます。わたしはそのほかにさらに賑わいを増やすため

に「馬市」を復活させるほか、「長持ち唄と馬で回る新

郎新婦の結婚式行進」を取り入れてはどうかと考えま

す。今の時代ではなかなか見ることのできないものな

ので賑わいも期待でき、文化の伝承もねらえるのでは

ないでしょうか？ 

2 回目のサクランボ狩りで、さ

くらんぼを 20 個以上とれたの

でうれしかったです。 

２年 吉田虎太郎 

初めてのサクランボ

狩りでたくさん取れ

て嬉しかったです。 

２年 結城遼大 

 

 はしごが最初は怖かったけど、取っ

てるうちに好きになってきた。おもし

ろかったし、たくさん食べておいしか

った。黒いサクランボは柔らかくて、

赤いサクランボは固かったです。黒い

サクランボは初めて見ました。 

３年 栗林真琴・深田彩夏 

  
 

 

絵本コーナー 

童心に帰って、絵本や童謡を楽しんでいます。 
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第２3 号 

発行：特定非営利活動法人 

アルカディアもがみ 
山形県最上郡最上町大字向町646 

TEL 0233－43―9270 

〈編集後記〉 

 大場満郎さんの紹介で、7 月 6 日（水）ＵＡＥアラブ首相国連邦から、ハムダなおこさんを迎

え、子育て支援センターひまわりで「こどもの広場」利用の親子との交流会が開かれました。異国

の地での子育ての苦労などをお話していただき、参加者も有意義な時間を過ごせたようです。 

大場さんよりハムダさんの本「」を寄付していただきました。ありがとうございました。 

台風 8 号の影響で、県内各地で多大な被害が出ました。最上町では心配したほどの影響はなかっ

たのでホッとしました。被災地での一日も早い復興を願っています・ 

          

＊ 編 集 委 員 ＊   

渡邊 禮（委員長）  田宮 千加子   齊藤 昌広     齊藤 悦子 

（記  渡邊 禮） 

さくらんぼ狩り楽しかったよ♪ 

 
─法人格を取得するメリット・デメリット─ 

【法人化のデメリット】             理事長 高橋 憲悦 

 前回はメリットについて記載しましたが、今回はデメリットについて紹介します。 

  
◆活動内容に制限がかかる 

  法人は事業目的（事業内容）の範囲内でしか存在しないし、活動ができません。任意団体なら

ば、そういった制約も受けません。従って、法人においては、その事業内容は定款の制約を受け

ます。事業内容を変更しようとすると定款の変更が必要になり、そのためには総会を開いて決議

をし、更に所轄庁の認証を受けなくてはならなくなり、結構大変な作業になります。 

◆きちんとした経理・事務処理が求められる 

  経理は正規の簿記の原則に基づいて処理することが要求されます。更に、毎年の事業報告書や

収支計算書などの事務所への備え付け、又、その資料の情報公開の義務が生じてきます。 

◆法人税がかかる 

  利益がまったく上がらなくとも、法人住民税の均等割で最低 7 万円はかかります。基本的には、

収益事業をまったくしない団体は法人税の課税対象ではないため、税務申告はもちろん、税務署

への届出も必要ないことになっています。 

◆毎年、報告書等の提出が義務づけられる 

  法人になると、毎事業年度終了後 3 ケ月以内に事業報告書等及び役員名簿等作成し、所轄庁へ

提出及びそれらの書類の情報公開の義務が生じます。 

◆社会保険の加入義務が生じる 

  法人には社会保険の加入義務が発生します。勿論、常用雇用者がいれば、労働保険の加入義務も生

じます。 

 

 このように、メリットもあればデメリットもあります。法人化をした以上、法に則った運営方法や規

則の整備等が必要になってきます。事務的には煩雑を来すわけですが、現状に満足することなく、常に

向上心を持って活動していくことが課せられた責務だと思っております。 

 

ちょこっとガイド･･･ＮＯ４ 

商店・事業所の皆様には、日頃よ

りアルカディアもがみへご支援・ご

協力を賜り、お礼申し上げます。皆様

方が日々のご商売で苦労し、努力さ

れていることを少しでも理解してい

かねばと思っています。 

それは、私達が地域で暮らすに

は、商店・事業所の存在が欠かせな

いからです。そこで、日頃の思いを

書いていただきたいということで、

第 1 回目として、全体を支援してい

る商工会にお願いしました。また、今

回最上町の町議会議員の小林守さ

んより御寄稿いただきました。あり

がとうございました。 

 

もがみ南部商工会議所紹介 
います。 
 高度成長期に支えられて昭和の時代は、地域の

商工業者は繁栄のピークを迎え、店の前は子供た

ちがいつも集まっていたものです。 
 今はどうでしょうか？経営者本人も高齢化、後

継者や若い働き手は都市部へ流出、資本主義のな

のもとに田舎にも大規模のスーパーが簡単に進出

できることになり、中心市街地からは人が消えま

した。しかしながら、そこに住む人がいる限り商

工業者はその需要に応えなければなりません。 
「お買い物ご利用は地元商店、事業者を」 
 地域住民の皆様から地域の商工業者を利用して

もらうことが一番の経済効果であり、心の支えで

もあります。それを影から応援することが商工会

の指名です。 
組織運営統括  佐 藤 修 一 

 もがみ南部商工会は旧最上町商工会、旧舟形商工

会、旧大蔵村商工会が平成二十二年度合併して誕生

した三町村にまたがる公益法人です。 
 比較的大きい市部では商工会議所として、その他

は全て商工会として全国に存在します。 
 目的は、商工業者の経営全般に関する相談役とし

て税務、労働、金融、共済事業等を行いながら改善

発達に寄与することであり、会員登録制による組織

です。 
 地域商工業の発達は地域活性化なくして成り立た

ないという理念から、地域に関する色々なイベント

に関わり、元気な地域づくりをお手伝いしています。 
 最上事務所としては、古い歴史を持つ青年部によ

る桜まつりの主催、空き店舗を活用した「いっぷく

茶屋」による活動と町の協力による「まちかど保健

室」の開設、高齢者に優しい街づくりに貢献して 

上満澤 佐藤浩満さんのさくらんぼ園（ハウス）にて 


