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平筒沼学習館グラウンドゴルフ常設一周年記念大会

１ 月号
平成29年１月１日発行

を楽しみながら手軽に利用
できることから、１年を通
して町内外から大勢の皆さ
んに利用されています。
成績は次のとおり。

平筒沼学習館グラウンドゴルフ常設１周年記念大会の成績

順 位
優 勝
準優勝
第３位

洋 一

参
[ 画 型事 業 を
] 継 続的 に 推進

阿 部

また、当協議会では、
「地域づくり委員会」を
設置し、活力と温かみに
満ちた「協働の町・地域
づくり」を目指し、①夏
祭り ②ＪＡ豊里支店の
収穫祭と共催による「軽
トラ市」 ③現在継続中
の歌 声 喫 茶 ④ 青 島 広 志
のお話しつきコンサート
等々、様々な事業に取り
組んできました。いずれ
の事業も好評のうちに終了
することができました。
これからは、地域の課題
解決に主体的に取り組む
「参画型」の事業が「公民
館活動・地域づくり」に求
められています。これら事
業展開を通して、地域社会
の連帯感や一体感、地域の
苗床的な働き等々、地域力
の向上につながるものであ
り、各事業ともに継続して
取り組まなければならない
大きな課題でもあります。
「温故創新」、協議会役
職員共々心新たにし、昨年
の反省を踏まえ、改善を図

豊里コミュニティ推進協議会

会 長

新年明けましておめでと
うございます。
平成二十九年の新春を迎
え、謹んで新年のご挨拶を
申し上げます。
早いもので、豊里コミュ
ニティ推進協議会が、登米
市から公民館・多目的セン
ター・平筒沼農村文化自然
学習館の指定管理を受けて
４年が経過します。
この間、公民館事業の大
きな役割の一つである住民
のニーズに対応した、生涯
各期における各種の講座を
用意し、事業を展開してき
ました。お陰様で、大勢の
方々に参加いただいており
ますが、更にご満足いただ
けるよう努力して参ります。

大好評の歌声喫茶は現在も継続中

平筒沼学習館周辺の庭に
常設ホールを整備したこの
施設は、敷地の関係でショー
トホールが多く、初心者向
けながらもすばらしい景観

男 子の 部
佐々木 信 義 (保手)
伊 藤 久 八 (竹花)
小 出 隆 男 (鴇波)

女子の部
小 出 徳 子 (鴇波)
志 賀 よし江 (山根)
佐々木 とめ子(川前)

笑顔満点の老若対局
～囲碁¥
将棋サークルのつどい開催～
この催しは、町グラウン
11月22日、平筒沼学習館
ドゴルフ協会の定例会を兼
において、ホール常設一周
年記念グラウンドゴルフ大 ねて実施したもので、当日
は絶好の競技日和に恵まれ、
会を開催しました。
52名の参加各選手ともに高
レベルの熱戦を展開。ホー
ルインワンが24人、そのう
ち２度も達成した人が４人
もいました。

りながらより良い事業の推
進に努力して参ります。今
年もご支援・ご協力を賜り
ますようお願い申し上げま
す。
皆様のご健勝とご多幸を
心からご祈念申し上げます。

公演 [登米祝祭劇場]
３月４日(土) 18:00
３月５日(日) 13:30

11月29日、登米市視聴
覚研修センターにおいて、
今年度第５回目のパソコ
12月１日、公民館中ホー のあるおなじみ日野一樹先 ン教室を行いました。
12名の受講生の皆さん、
ルにおいて、冬を彩る寄せ 生(横町)をお願いしました。
植え教室を開催しました。
講座は、金魚草やパンジー、 ５回目の教室ともなると
この教室は、30人の定員 葉ボタンなど、冬を彩る代 パソコンの扱いも手慣れた 在に文書が作れるようにな
がすぐにいっぱいとなる超 表的な花材を使い、色や形 様子です。
る日も近いようです。
人気講座の一つで、今年も などの花の特徴を生かして
学習の内容は、Wordによ
この教室は全８回。毎週
講師には丁寧な指導で定評 配置を決めていきます。
る文書作成に挑戦中で、自 火曜日に実施しています。

11月23日、公民館和室に
つどいは、初めに公民館
おいて囲碁・将棋サークル が備えた囲碁の５セットと、
の集いを開催しました。
将棋の10セットを披露し、
このサークルは、老若男 早速対局を始めましたが、
今回の舞台は豊里です。是非ご覧下さい。 女を問わず、共通の趣味を 会場全体が和やかで、笑顔
水害に苦しむ豊里の人々が如何にしてそれを克服し、 持つ人たちが集い、勉強会 あふれる雰囲気でした。
産業・文化イベントを立ち上げ、独自の風土を作り上げて や対局などを楽しみながら
サークルは、今後も定期
きたかを歴史的背景のもとに壮大なスケールで描く・・・。 交流を深めるという、楽し 的に開催する予定です。
い集まりです。
前売券発売開始 (大人1,000円、小中高生500円)
今回は、すでにサークル
ご希望の方10名様以上で、公演当日無料バスを運行
お申込み、お問合わせは公民館 (76-2237)まで
に加入した８名に、新たに
３名が加わり、11名の仲間
夢フェスタとは
となりました。このうち、
登米市に残る歴史・文
小学生は４名です。
化・人物などを題材に舞
台化し、各地域の良さを
加入者募集 お仲間つくりませんか？
広く市内外に紹介して
囲碁・将棋が趣味の方、興味のある方、公民館では引
「地域おこし」「ふるさ
き続きお仲間を募集しています。
と再発見」をめざす創作
詳しくは公民館にお尋ね下さい。(☎ 76-2237)
劇公演イベント。
平成11年３月に第１回
特に、公民館活動をはじ
を上演し、今年度19回を
め、地域づくり事業が活発
数える。
明けましておめでとうご となるにつれて、記事も豊
富になり、頁数も増えるこ
ざいます。
１月の公民館行事
昨年中は、公民館だより とになりますが、今後もで
月
日
行 事 内 容
場
所
をご愛読いただきありがと きるだけ詳細に活動状況を
１月12日(木) 第４回料理教室
多目的研修センター うございました。
お伝えします。
１月15日(日) 囲碁・将棋サークル
公民館和室
本年もどうぞよろしくお
本年も親しまれる紙面づ
１月17日(火) シニアセミナー移動研修
仙台市秋保
願いいたします。 (佐々木)
１月28日(土) 第３回リトルシェフ
多目的研修センター くりに努めて参ります。
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昨年中はご協力ありがとうございました。
本年もよろしくお願い申し上げます。
豊里コミュニティ推進協議会
会
長
副会長
副会長

阿 部 洋 一
髙 橋 千 壽
三 浦 誠 一

地域づくり
委 員 長

後 藤

昇

豊里公民館
館
長 佐々木
事務員 遠 藤
事務員 伊 藤
事務員 勝 倉
集落支援員 川 谷

耕 悦
史 絵
千 尋
菜津子
清 一

大勢の人出で賑わった20年ぶり復活の夏祭り
カラフルで個性
的な鉢花が完成

施しています。それは、チュー
リップの球根を植え付けて
おき、春になって花を楽し
むという仕掛けで、皆さん
今回は、寄せ植えに遊び それぞれカラフルで個性的
心を用いて、マル秘テクを な鉢花ができました。

に彩りを添える
～超人気講座 寄せ植え教室開催～

ただ今 猛勉強中 パソコン教室開催

編 集 後 記
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様に緊張した様子でした。
作業は、バーナーでガラ
ス棒を溶かし、セラミック
棒に巻き取り、模様をつけ、
丸く整形するという工程で、
選んだガラス棒によって色
や模様が様々に変化します。
緊張の中にも楽しく取り
組み、個性的なとんぼ玉が
安全第一に作業を開始。
完成。これをネックレスや
12月８日、多目的研修セ 工のとんぼ玉製作の体験学
ストラップなどに加工して
ンターにおいて、第５回女 習で、当日は15名の女性の 参加者のほとんどが初めて
てということもあって、一
素敵な製品に仕上げました。
性セミナーを開催しました。 皆さんが参加しました。
今回の講座は、ガラス細
講師は、仙台市のガラス
メニューはグラタン、クレープ 第２回 リトルシェフ
工房「初月」の佐藤正義・
純子先生ご夫妻で、初めに
材料や加工方法など、作業
の流れについて説明をいた
だきました。

ネックレス
＆
ストラップ
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状態となりました。
コンサートは、二部構成
のプログラムで、第一部は
生きものの歌、植物の歌、
季節の歌に分けて、童謡、
唱歌、歌曲を中心に演奏。
観客も一緒に歌いました。
第二部は、西洋音楽の歴
史とみんなで歌おうのコー
ナーで、青島氏の卓越した
演奏技術によるピアノの独
奏と、小野氏のすばらしい
声量のオペラの独唱、その
あと会場の皆さんが全員立
ち上がって大合唱し、ホー
ル全体が一つになりました。
曲の合間には、青島氏の
ユーモアたっぷりの軽妙・
巧みな話術で、その曲の特
徴や成り立ち、作曲家等の
エピソードなどがわかりや
すく解説され、会場が爆笑
に包まれました。
観客からは、「とても良

笑いの中, クラッシックを楽しむ

とんぼ玉作りに挑戦

第５回女性セミナー開催

完成したかわい
らしいとんぼ玉

11月27日(日)、豊里公民館中ホールにおいて、『青
島広志お話しつきコンサート』を開催しました。
出演は、ピアニストで作曲家の青島広志氏と声楽家
(テノール)の小野勉氏で、バッハやモーツアルトの有名
なクラシック音楽やオペラから童謡、唱歌まで幅広く演
奏。すばらしい演奏と軽妙な話術で会場は大いに盛り上
がり、230人の観客が心ゆくまで楽しみました。

爆笑の連続 大盛り上がり
横町カフェサロン 袋小路ほら丸漫談ショー

12月２日、横町地区集会
所において、横町カフェサ
ロンを開催しました。
この日は、コミュニティ
交流事業・カフェサロン
『歌声喫茶』の予定でした
が、講師の都合により急きょ
『漫談ショー』に変更。
会場は横町以外の人も含

とよ さと の

人間国宝
世界遺産
豊里が誇るすばらしい人
物や場所を発掘し、顕彰す
る事業がスタートしました。
その名も大きく『豊里の
人間国宝と世界遺産』。
あなたの周りの凄い人や
ここぞと思う場所を推薦し
て下さい。取材に伺います。

め、40人を超す住民が集ま
り、時事ネタやダジャレを
利かせた名人芸の滑稽話で
大いに盛り上がりました。
ショーは、石巻市の元ナ
ンダコリャ丸船長、袋小路
ほら丸さんの漫談独演会で、
会場は爆笑の連続。いっぱ
い元気を貰った一日でした。

12月10日、第２回リトル
シェフ(子ども料理教室)を
開催しました。
参加者は、複数の子供会
行事としてクリスマス会が
あったため、いつもよりも
少ない12名の子ども達が料
理に取り組みました。
今回のメニューは、マカ
ロニグラタンとクレープで、
低学年でも作業しやすいよ
うな簡単な工程のレシピに
したため、それぞれ手際よ

豊里の 人間国宝 第１号
しめ縄と藁にお作りの名人

佐 藤 登

さん

(西二ツ屋)
栄えある『豊里の人間国宝』第１号に選
ばれた佐藤登(さとうのぼる)さんは、昭和
２年10月16日生まれの89歳。とてもお年に
は見えない若々しさ。それもそのはず、週
３回はパークやグラウンドゴルフに参加。
成績も常に上位のスーパーおじいさんです。
しめ縄や藁にお作りの名
人で、公民館が依頼した藁
にお製作を快諾。３棟を早
速寄贈して下さいました。 佐藤さん製作のわらにお
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く調理できたようでした。
作業は４つのグループに
分れて調理開始。メニュー
も子ども達の好きなものな
ので、楽しく進めることが
できました。
でき上りは満点。みんな
でおいしくいただきました。

おいしそう！ 完成したグラタンとクレープ

豊里を代表する祭りで、夏の風物詩となっ
て早10年。例年、町の人口の３倍を超す観
衆で熱狂します。
会場は駅前大通
り。躍動するよさ
こいと幻想的なね
ぷたの共演で夜９
時まで賑わいます。

世界遺産 第１号は

このイベントは、地域づ
くり啓発事業の一環として、
一年も前から準備を進めて
きた、豊里コミュニティ推
進協議会の一大事業です。
講師は、テレビにも数多
く出演されている著名な音
楽家であり、開演１ヵ月前
豊里町子ども会育成会連
合会(遠藤たえ子会長)主催
(公民館共催)の第23回少年
少女ドッヂビー大会が 11月
27日(日)、公民館大ホール
において開催されました。
大会は、12地区から22チー
ムの小学生170人が参加。元
気いっぱいの子どもたちが
コートいっぱい駆けまわり、
熱い戦いが展開されました。

から用意した235席分の入場
整理券は、わずか２週間で
なくなるという人気ぶりで、
その後も連日問い合わせに
追われるという状況でした。
当日は、開場時間前から
長蛇の列となり、町内外か
ら大勢の来場者でほぼ満席

かった。機会があればまた
聞きたい。」という声もあ
り、コンサートは感動の余
韻を残して終了しました。

出演者のプロフィール
青島広志(あおしまひろし)
東京芸大大学院を首席で
卒業。ピアニスト、作曲家、
指揮者としても有名。テレ
ビ出演多数。現在東京芸大
ほか多くの大学の教授を務
める。音楽関係著書多数。

小野勉(おのつとむ)
声楽家(テノール)。日本歌
曲コンクール入賞。青島広
志氏をはじめ、各オーケス
トラとの共演多数。

動きを加えたアニメソングの大合唱で会場全体が盛り上がる

がんばれキッズ
ディスクで勝負だ
第23回少年少女ドッヂビー大会開催

ドッヂビーとは
ドッジボールのボールを
ディスクに変えたゲーム。
ディスクの素材はウレタ
ンやナイロンで、高い安全
性を持ち、手軽に楽しめる
ため、愛好者が増えている。

第23回ドッヂビー大会結果

＆

よさこいは、全国各地から1000人を超す
踊り手が集結。旗の競演も
見どころです。ねぷたは、
町内会を中心に描画を競い、
情緒たっぷりに運行します。

すばらしい演奏の青島氏と小野氏(右)

ナイスキャッチ！ 抜群の運動神経

前年も経験しているため
か、ディスクの扱いも慣れ
たもの。ファインプレーも
続出しました。

熱戦の結果、浦軒と新町
の両チームが決勝に進み、
浦軒さくら一班が優勝しま
した。成績は次のとおり。
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順 位
優 勝
準優勝
第３位

地区名・子ども会
浦軒 さくら一班
新町 つくし二班
東二ツ屋 青 空
仲町川前 つばき

