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第２回軽トラ市、ＪＡ収穫祭とコラボ開催
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10月29日(土)、ＪＡ豊里

支店前駐車場を会場に、今

年も地域づくり事業の一環

として「軽トラ市」を開催

しました。

この催しは、ＪＡ豊里支

店収穫感謝祭とのコラボ事

業で、軽トラ市としては２

回目のイベントです。

今年は４人の生産者が自

慢の産品を出店。スタート

の午前10時から売れ行き好

調で、午前中にはすべての

品が完売となりました。

販売コーナー脇の軽トラ

には、今年も空くじなしの お楽しみ抽選コーナーを設

け、大変喜ばれました。

また、お楽しみ特設スペー

スでは、伝承郷土料理「け

の汁」とポップコーン、綿

あめコーナーのほか、今年

は新たにドーナッツの無償

提供を行いました。
大人気のポップコーンと綿あ
めコーナーには長い行列が・・

今回初登場のドーナッツ

は、おいしいと大好評。用

意した200個が短時間になく

なり、ポップコーンや綿あ

めには、長い行列がイベン

ト終了時まで切れ間なく続

くほどの人気ぶりでした。

伝承郷土料理「けの汁」

は、今年も二ツ屋地区のご

婦人の皆さんの協力により、

400食分を提供しました。

けの汁の提供は午前11時

からでしたが、たちまち行

列となり、「去年もおいし

かったが、今年もおいしい。」

と大好評。午前中には400食

が完食となりました。

けの汁コーナーも人だかり

け の 汁

二ツ屋地区に伝わる郷

土料理。十数種類の野菜

や山菜と豆腐、油揚げ等

でつくる精進料理で、主

に正月に食される。

豊 里 地 区

市民文化祭
みごとな舞踊を披露
平成28年度芸能発表会開催

登米市豊里文化協

会(八木しみ子会長)

主催の平成28年度登

米市豊里地区市民文

化祭は、10月28日か

ら10月30日までの３

日間、豊里公民館を

会場に開催されました。

大ホールでは、保育園や

放課後子ども教室、老人保

健施設等の力作や、みごと

な書と手芸の作品、吊し雛、

丹精こめた菊の鉢植えなど

が展示されました。

10月30日(日)、中ホール

において芸能発表会が華麗

に行われました。

豊里幼稚園と保育園の合

奏や遊戯、豊里風太鼓の演

技がオープニングで、30曲

の優雅な舞踊とカラオケ、

レグダンスなどが披露され

ました。

特別出演として、津軽三

味線や豊里小中学校吹奏楽

部の演奏があり、よさこい

華幻の息の合ったみごとな

パフォーマンスで発表会を

締めくくりました。

会場は、今年も常に満席

状態で、華やかな演舞とす

ばらしい歌声や演奏、かわ

いらしい演技に大いに盛り

上がりました。

親子丼など 和食に挑戦

11月５日(土)、多目的研

修センター調理室において

リトルシェフ(子ども料理教

室)を開講しました。

今年度は、自分たちが作

りたいメニューを選び、順

次挑戦して行きます。

～リトルシェフ(子ども料理教室)開講～
今回は和食がテーマで、

参加者18名の子どもたちが

大好きな親子丼、みたらし

だんご、寒天スィーツの３

品に取り組みました。

みんなで仲良く、協力し

ながら作業を進め、おいし

そうな３品が完成しました。

好きなメニューで調理スタート
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-交流スポーツ大会開催-

パソコン教室開講

～シニアいきいきセミナー移動研修～

12 月 の 公 民 館 行 事
月 日 行 事 内 容 場 所

12月１日(木) 寄せ植え教室 公民館中ホール
12月２日(金) 歌声喫茶 横町集会所
12月６日(火) パソコン教室(以下毎週火曜) 視聴覚センター
12月８日(水) 第５回女性セミナー 福島県福島市
12月17日(土) クリスマス料理教室 多目的研修センター
12月22日(木) いけばな教室 平筒沼学習館

編 集 後 記

日本庭園とこけし館を訪ねて

11月９日(水)、

シニアいきいき

セミナー第５回

学習会を実施し

ました。

今回は、福島

市の浄楽園と西

田記念館への移

動研修で、22名の皆さんが

参加しました。

浄楽園は、池泉廻遊式純

日本庭園で、広大な敷地に

四季折々の花や庭木が楽し

める東北有数の名園です。

この時期は紅葉が鮮やか

で、心安らぐひとときを味

わうことができました。

昼食後西田記念館に移動。

土湯や鳴子など11系統の伝

統こけしを見学しました。

しっとりした心安らぐすてきな庭園

系統ごとのこけしの特徴の説明を聞く

西田記念館は、こけし収

集家西田峯吉氏の寄贈によ

るもので、その圧倒的なこ

けし群に驚きつつも、何か

心のふるさとを呼び起こす

ような満足の１日でした。

手しごとの技

万 華 鏡 の 彩

大宇宙の神秘

それぞれの"美"を体験
～女性セミナー移動研修～

11月７日(月)、女性セミ

ナー第４回学習会を開催し、

16名が参加しました。

今回は、仙台方面への移

動研修で、秋保工芸の里や

万華鏡美術館、仙台市天文

台を見学しました。

秋保工芸の里では、

仙台箪笥やこけし、

染織など、９つの工

房で９人の工芸家に

よる「手しごとの美」

を実感し、万華鏡美

術館では陶芸家 辻輝

子ギャラリーの美しい作品

に触れ、万華鏡の回すたび

に変化する彩りも鮮やかな

美の世界を再確認しました。

また仙台市天文台では、

星座や星が描く大宇宙の光

工芸の里で「手しごとの美」を実感

と闇が織りなす神秘的な美

の魅力を体感できました。

今回の研修は、それぞれ

の分野で「美の世界」が実

感できた充実の１日でした。

11月１日(火)、登米市視

聴覚研修センターにおいて、

パソコン教室を開きました。

この講座は、基本操作を

学ぶ初心者向けの内容で、

講師には前年同様及川宗峰

先生にお願いしました。

今回は12名が受講し、自

己紹介に始まり、機器に慣

れることからスタートしま

した。今後毎週火曜日、全

８回の予定で実施します。

２種目に熱戦展開

豊里地区体育協会主催(公

民館共催)の市民交流スポー

ツ大会は、11月６日(日)、

パークゴルフが豊里水辺の

公園、グラウンドゴルフが

公民館脇運動場を会場にそ

れぞれ開催され、参加者73

名が熱戦を繰り広げました。

11月18日(金)、午後７時

から多目的研修センターを

会場に、第４回歌声喫茶を

実施しました。

毎回30人を超す人気イベ

ントですが、今回は初の夜 開催ということもあり26名

が参加。おなじみ安田典夫

氏のアコーディオン伴奏で

大いに盛り上がりました。

◎グラウンドゴルフの部

◎パークゴルフの部

順 位 男子の部 女子の部

優 勝 佐々木孝則 今野さつ子
準優勝 及川 英一 佐藤 紀子
第３位 阿部 富夫 髙橋 春枝

順 位 男子の部 女子の部

優 勝 及川 賢 小出 徳子
準優勝 菅野 義寿 佐々木エサ子
第３位 佐々木喜秋 佐々木元子

今年も残すところ１ヵ月余

りとなりました。

寒さが日に日に厳しくなり、

体調を崩しやすいで季節です。

向後忙しい時期を迎えます。

どうぞご自愛下さい。(佐々木)

第 ３ 回
料理教室 野菜使ってヘルシーメニュー
11月17日(木)、多目的研

修センターにおいて第３回

料理教室を開催しました。

今回は、16名の皆さんが

にんにくとチーズ風味のチ

キンカツ、白菜とジャガイ

モのそぼろあんを主菜に、

味付けごはんや野菜と納豆

のドレッシング、デザート

など、合わせて５品のメニュー

に取り組みました。

料理は参加者の皆さんの

希望により、主に冬野菜を

使ったメニューで、全体的

にヘルシーな上々の仕上が

りとなりました。

(敬称略)

(敬称略)

人気絶頂！ 歌声喫茶


