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軽トラ市、JA収穫祭とコラボで開催

農産物販売コーナー脇に
設置した軽トラでは、空く
じなしのお楽しみ抽選スペー
スと風船コーナーを開設。
思いがけないプレゼントと
大変喜ばれました。
また、お楽しみスペース 行列のポップコーン、綿あめコーナー
では、ポップコーンや綿あ たちを中心に長い行列がで
きるほど盛況でした。
めコーナーを設置。子ども

伝承郷土料理「けの汁」大好評
このイベントの重要なテー
マでもある伝承郷土料理の
コーナーでは、二ツ屋地区
だけに伝わる「けの汁」を
豊里コミュニティ推進協 図ることを目的に、「第２ 提供しました。
これは、二ツ屋地区ご婦
議会では、10月30日午前10 回ＪＡ豊里支店収穫感謝祭」
時から午後２時まで、ＪＡ との共同事業として開催し 人の皆さんのご好意による
豊里支店前駐車場を会場に たものです。
「軽トラ市」を開きました。
「軽トラ市」では、６人
この催しは、豊里地域づ の生産者がそれぞれ自慢の
くり計画の一環事業で、地 農産物を出店。スタート時
元の伝承郷土料理を食しな から売れ行き好調で、中に
がら、生産者が地場産品の は午前中で完売した生産者
ＰＲと地域住民との交流を もいました。
大好評の「けの汁」コーナー

豊 里 地 区
市 民 文 化 祭

「けの汁」と は
二ツ屋地区に伝わる郷土
料理でワラビ、大根、人参
等、十数種類の野菜と豆腐、
油揚げ等でつくる精進料理
で、主に正月に食される。
名の由来は、カユの汁が
カエまたはカイの汁となっ
て、けの汁になったという。

みごとな舞踊の連続に拍手喝采
平成27年度芸能発表会、賑やかに開催

登米市豊里文化協会(八木
しみ子会長)主催の平成27年
度登米市豊里地区市民文化
祭は、10月30日から11月１
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、丹精こ
めた菊の盆栽などが展示さ
れました。

すばらしい作品の展示会場

ボランティアで実現したも
ので、約400食が「とてもお
いしい」と大好評のうちに
午前中で完食となりました。

可愛らしい小学生３人の勘太郎月夜唄

会場は拍手喝采でした。
締めくくりには、豊里小・
中学校吹奏楽部の演奏で発
表会の幕を閉じました。

仙台すずめ踊りがゲスト出演

中ホールでは、芸能発表
会が11月１日に、華麗にそ
して賑やかに開かれました。
発表会は、豊里風太鼓と
豊里保育園・幼稚園の遊戯

がオープニング。34曲の優
雅な舞踊に、コーラスとカ
ラオケが披露されました。
次から次へと繰り出す華
やかですばらしい演技に、

文化協会では、市政10周
年を記念して「仙台すずめ
踊り愛子すずめ会」に特別
出演を依頼し、今回の舞台
が実現しました。(写真中央)
演技は口上に始まり、優
雅さの中にも巧みで素速い
動きのみごとな踊りで、会
場をうならせました。
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ナイス景観、ナイスプレー
平筒沼学習館グラウンドゴルフ常設記念大会開催

も楽しめるよう常設コース
として完成したのを記念し、
町グラウンドゴルフ協会の
協力のもとに、豊里コミュ
ニティ推進協議会が開いた
ものです。
当日はさわやかな好天に

恵まれ、木々の紅葉や空と
沼の鮮やかな青が映える、
平筒沼のすばらしい景観の
もと、全町域から集まった
愛好者がプレーを楽しみま
した。
成績は次のとおり(敬称略)

平筒沼学習館グラウンドゴルフ常設記念大会の成績
順 位
男子 の 部
女子の部
優 勝 浅 野 哲 男 (保手)
小 出 徳 子 (鴇波)
準優勝 佐 藤 剛 敏 (大曲)
遠 藤 桂 子 (白鳥)
第３位 佐 藤
登 (西二)
沼 倉 玉 江 (白鳥)

あなたもプレーを楽しんでみませ ん か
11月19日、42名のプレイ
ヤーが参加し、平筒沼学習
館グラウンドゴルフ常設記
念大会を開催しました。
この大会は、地域づくり

事業の一環として、平筒沼
農村文化自然学習館の庭一
帯をグラウンドゴルフがで
きるよう９月から整備を開
始し、全18ホールがいつで

この常設コースは、短いホールが多いので比較的簡単
ですが、芝や木立など変化に富んでおり、おもしろプレー
が楽しめます。必要な用具も全て用意し、無料でお貸し
します。利用時間は、毎週月曜日を除く午前９時から午
後４時までです。どうぞご利用下さい。

「楽 しい 生き 方」を 学ぶ
シニアいきいきセミナー
豊里いきいき元気講座
「楽しい生き方」の講義を聴く

11月20日、第４回シニア
いきいきセミナー学習会を
豊里いきいき元気講座との
合同で開催しました。
今回の学習会は20名の参
加で仙台への移動研修です。

雨中の熱戦
交流スポーツ大会開催

みやぎ婦人会館では「100
％笑顔になれる楽しい生き
方」と題して、生涯学習指
導員の朝倉隆先生の講義を
聴き、感謝と思いやりに根
ざした心豊かで、楽しい生
き方の秘訣を学びました。
昼食後仙台市愛子に移動。

合同移動研修

老舗「白松がモナカ本舗」
老舗「白松がモナカ本舗」の見学
を見学しました。工場では
今回は、ためになる講話
モナカができるまでの工程
を順に巡り、その丁寧な製 を聴き、老舗の銘菓を堪能
造ぶりに感心しきりでした。 した有意義な一日でした。

平成27年度 料理教 室開講

平成27年度料理教室を開 全５回、来年３月まで月１
回の予定で実施します。
激戦の結果は、次のとおり。 講しました。
今年度も栄養士田島久美
第１回目の11月19日は、19
◎パークゴルフの部
子先生を講師にお願いし、 名が参加し、多目的研修セ
順 位
男子の部
女子の部
優 勝 佐々木信義
髙橋 好枝
ンター調理室において、芋
準優勝 浅野 幸哉
小出 徳子
と魚を中心とした料理４品
第３位 佐々木義弘
佐々木惠子
に挑戦しました。
◎グラウンドゴルフの部
料理は、和気藹々の中に
順 位
男子の部
女子の部
も真剣に取り組み、みごと
優 勝 佐藤 清七
浅野 英子
準優勝 佐藤 勉
佐々木とめ子
なできばえとなりました。

豊里地区体育協会主催(公
民館共催)の交流スポーツ大
会は、11月８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豊里運
蒲田 悦子
動公園を会場にそれぞれ開 第３位 小出 隆男
催されました。
12 月 の 公 民 館 行 事
当日は、あいにくの雨模様
月
日
行 事 内 容
場
所
でしたが、各選手総勢70名
12月１日(火) 第５回 パソコン教室
市視聴覚センター
とも雨を吹き飛ばす熱戦を 12月３日(木) いけばな教室
平筒沼学習館
繰り広げました。
12月７日(月) 女性セミナー
公民館柔道場
12月８日(火) 第６回 パソコン教室
市視聴覚センター
12月10日(木) フラ教室
公民館柔道場
12月15日(火) 第７回 パソコン教室
市視聴覚センター
多目的研修センター
12月17日(木) 料理教室
12月19日(土) 多肉植物寄せ植え教室
公民館研修室
市視聴覚センター
12月22日(火) 第８回 パソコン教室
12月24日(木) フラ教室
公民館柔道場
雨の中、熱戦のパークゴルフ

編 集 後 記
早いもので、今年もあと
１ヵ月余りとなりました。
これまでコミュニティ活
動、公民館活動にご協力い
ただき、感謝申し上げます。
来年も創意工夫を凝らし、
充実した内容を企画して参
ります。なお一層のご協力
をお願いします。(佐々木)

