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軽トラ市10月31日開催鴇波地区でやねだん
ＤＶＤの上映会を開催『地域再生の立役者』豊重哲郎氏来たる
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豊 重 哲 郎 氏

～やねだん講演会 10月18日(日)開催～
JA豊里支店収穫祭とコラボで

ところが、豊重哲郎氏が

地区の自治公民館長に就任

するや集落の姿が一変。

その活動は、豊重氏の強

力なリーダーシップと地区

民の努力により、行政に頼

らない村おこしをめざし、

地区民総ぐるみの自主的参

加のもと、特産品開発や福

祉、教育、文化など多方面

で大きな成果をあげており、

「奇跡の集落」として全国

的に知られています。

豊重哲郎氏の実体験に基

づく、地域再生の生の声を

是非お聞き下さい。

軽トラ市は、地場産品の

ＰＲ及び郷土料理の伝承と

ともに地域住民との交流を

図り、「美味しい豊里」を

紹介する地域づくり事業の

一つです。

今回は、第２回ＪＡ豊里

支店主催の収穫感謝祭との

コラボで、10月31日(土)午

前10時～午後２時、ＪＡ豊

里支店前駐車場で行います。

当日は、地場産品の即売、

「けの汁」などの試食コー

ナー、風船やポップコーン、

綿あめの無料コーナーなど、

楽しい催し物がいっぱいで

す。どうぞおいで下さい。

全身のリンパの流れをよくするリンパケア体操に取り組む

リンパの働きを説明する藤原先生

会場が一つになったすばらしい演技

来る 10月

18日午後２

時から公民

館中ホール

において、

奇跡の集落

「やねだん」

のリーダー豊重 哲郎氏をお

招きし、地域活性化のため

の講演会を開催します。

「やねだん」は、鹿児島

県鹿屋市にある人口300人、

120戸の集落で、20年ほど前

までは、現在の豊里地区と

同様、高齢化と過疎に悩む

地域でした。

第３回学習会をいきいき元気講座と合同で開催

シニアいきいきセミナー

『歌と演奏』,『一人オペラ』に感動
３小学校合同で青少年劇場を開催

９月５日午後７時から、

鴇波地区集落センターにお

いて、鴇波町内会主催の

「やねだんＤＶＤの上映会」

が開かれました。

この上映会は、10月18日

に開催される「やねだん講

演会」の事前研修として開

催されたものです。

参加の皆さんは、豊重哲

郎氏のすばらしさを改めて

実感されたようでした。

小学校を対象とした青少

年劇場が９月３日、公民館

中ホールで開催されました。

参加したのは豊里、柳津、

横山の各小学校220名に先生

を加え、総勢230名でした。

今回の公演は、バリトン

歌手の境信博氏と二十絃箏

奏者の山田明美氏による演

奏・演技で、箏の伴奏に合

せて、声楽家が一人で挑む

語りの世界です。

前半は、日本歌曲やオペラ

の名曲の独唱と大変珍しい

二十絃箏の独奏、後半は一

人で演じるオペラ「ベロ出

しチョンマ」の上演です。

子ども達は、会場が一つ

になったすばらしい演奏、

演技にすっかり引き込まれ、

最高の音楽にふれる感動的

なひとときとなりました。

鴇波町内会のやねだんDVD上映会

９月17日(木)、公民館柔

道場において、シニアいき

いきセミナー第３回学習会

を開催しました。

今回のセミナーは、仙台

市在住の藤原寛子先生を講

師にお迎えし、登米市主催

のいきいき元気講座との合

同で、30名が参加して行わ

れました。

講座では、初めに体の老廃

物や疲労物質を運び、体内

の水分量をコントロールす

るというリンパの役割や全

身のリンパ節の分布を説明

していただき、準備体操と

して、リンパ節をほぐす運

動からスタートしました。

藤原先生の講座は、今回

で３回目ということもあり、

健康に関する質問も多く出

され、大変有意義な講座で

した。
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平筒沼学習館をご利用下さい

角田宇宙センター、
コスモハウス等見学

迫力の釜神にびっくり

ときめきキッズ 第２回学習会

ふるさとスポーツ祭 ソフトボールの部 登米市大会

圧倒的強さで大曲チーム優勝
－豊里地区代表として14年ぶりの快挙－

ふるさとスポーツ祭ソフ

トボールの部登米市大会が

８月23日開催されました。

大会は、各町域で優勝し

た９チームが出場。登米市

のナンバーワンをかけて熱

戦が繰り広げられました。

本町域からは、豊里地区

代表として大曲チームが出

場し、決勝まではすべてコー

ルド勝ち。決勝では勝負強

さを発揮して逆転勝ちする

など、圧倒的な強さで優勝

の栄冠に輝きました。

今回の大曲チームの優勝

は、豊里地区代表としては

平成13年に優勝した仲町チー

ム以来14年ぶりの快挙です。

成績は下表のとおりです。

なお、ターゲットバード

ゴルフの部では、横町チー

ムが第４位と健闘しました。

優 勝 大 曲 (豊 里)
準優勝 こっから(登 米)
第３位 新 町 (米 山)

米川４区(東和)

ときめきキッズ第２回学

習会が８月27日、小学生34

名、ジュニアリーダー６名

の参加で開催されました。

今回の学習会は、角田市

のスペースタワー、コスモ

ハウス、宇宙センターの移

動見学です。

スペースタワーとコスモ

ハウスでは、まず全長49ｍ、

直径４ｍのＨ-Ⅱロケット

に驚き、実物大の人工衛星

の模型やロケットエンジン

の実物を見学。そのあと万

華鏡づくりを楽しみました。

宇宙センターでは、説明

者のお話を聞き、「はやぶ

さシミュレーター」のゲー

ムで楽しみました。

子ども達は、壮大な宇宙

への夢を満喫した一日になっ

た様子でした。

Ｈ-Ⅱロケットの実物大模型

宇宙センターで説明を聞く

10 月 の 公 民 館 行 事

月 日 行 事 内 容 場 所

10月１日(木) いけばな教室 平筒沼学習館
10月８日(木) フラ教室 公民館柔道場
10月15日(木)ガンバル杯ゲートボール大会 豊里運動公園
10月17日(土) 子ども料理教室 多目的研修センター

10月18日(日) 地域づくり講演会 公民館中ホール
10月22日(木) フラ教室 公民館柔道場
10月26日(月) 女性セミナー移動研修 仙台方面
10月30日(金) 市民文化祭(11月１日まで) 公民館大ホール他

10月30日(土) 美味しい豊里(軽トラ市) ＪＡ豊里支店

編 集 後 記 たのですが、残念なことに

なってしまいました。準備

等、これまでご協力いただ

いた皆様に感謝いたします。

10月18日には、"地域再生

の第一人者"豊重哲郎氏の地

域づくり講演会があります。

豊重さんのすばらしい実績

の経緯を生で聞くことがで

き、今から楽しみです。ど

うぞ皆様も感動の講演を是

非お聞き下さい。(佐々木)

庭にグラウンドゴルフ場を整備

「暑さ寒さも彼岸まで」

といいますが、秋分の日が

過ぎ、めっきりと涼しくなっ

て参りました。

９月６日に予定していた

豊里地区市民大運動会が雨

のため中止となりました。

この運動会は今年度からコ

ミュニティ推進協議会の主

催行事としてのスタートだっ

平筒沼農村文化自然学習

館は、会議や研修など多彩

な催しに利用できるほか、

釜神や昔の農具・民具など

の民俗資料展示室があり、

利用価値の高い施設です。

この学習館をもっと多く

の方々に利用していただき

たいと考え、学習館の庭一

帯をグラウンドゴルフがで

きるよう整備し、必要な用

具等もすべて用意しました。

敷地の関係で、あまり広

いスペースはとれませんが、

８ホールのコースは芝生や

木立、アスファルト部分な

ど変化に富んでおり、おも

しろいプレーが楽しめます。

平筒沼のすばらしい景色

をながめながら、是非学習

館をご利用下さい。

なお、敷地、用具等は無

料で利用できます。詳しく

は公民館までお尋ね下さい。

変化に富んだおもしろコースに

－上沼小、学習館を見学－

９月14日、上沼小学校三

年生の児童28名が社会科の

見学に平筒沼農村文化自然

学習館を訪れました。

資料展示室では、昔の農

具や民具に質問が続出。今

まで見たこともない唐箕や

じゃばら、足踏脱穀機をス

ケッチしたりメモをとった

り熱心に学びました。

釜神の見学では、子ども

達のほとんどが、その迫力

の表情にびっくりした様子。

その後、展望台で美しい

初秋の平筒沼ウォッチング

を楽しみました。

表情が違う釜神様の迫力にびっくり


