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No.80
11月10日、豊里公民館駐
車場において軽トラ市を開
催しました。今年は駐車場
の一部が工事のため使用で
きず、少ないスペースでの
開催となりましたが、７台
のトラックと４つのテント
が軒を連ねました。
地元農家の皆さんや産直
がんばる館、クレープやく
じ引きのお店に加え、今年
も石巻市などから海産物も
登場。また、伝承郷土料理
「けの汁」やポップコーン
など様々な出店に、大勢の
お客さんで賑わいました。
ステージでは、地元の豊
里風太鼓やレクダンス、エ
アロビ、フラダンスと、シ

令和元年12月１日発行

軽トラ市、海里交流で賑わう

今年も行列ができた大好評のけの汁

とへの慰問や町内練り歩き
を行った後、軽トラ市のス
テージのトリを飾りました。
最 後には、 恒例のお 菓子
まきがあり、賑わいのうち
に軽トラ市が終了しました

ンガーソングライターのさ りました。
かもとふみやさんのライブ
さらに今年は、毎年好評
など、多彩なパフォーマン の「ちんどん通信社」の公
スに会場は大いに盛り上が 演も開催。スマイルとよさ

豊 里 地 区 令 和 元 年 度 芸能 発 表 会
市 民 文 化 祭 はなやかに開催

オープニングの豊里風太
鼓からスタートし、豊里幼
稚園・豊里保育園のかわい
い特別出演。すてきなハー
モニーのコーラス赤いくつ
と豊里小中学校ブラスバン
ドの演奏に盛んな拍手がお

くられました。
そのあと、日頃稽古を重
ねた優雅な舞踊が次々と発
表され、カラオケの美声や
迫力の三味線演奏など、様々
な演目が披露され、会場は
大いに盛り上がりました。

笑顔交流歌声喫茶
唱歌や青春歌謡など懐かしの曲を楽しむ
11月２日から11月４日ま
で、登米市豊里文化協会(八
木しみ子会長)主催の令和元
年度登米市豊里地区市民文
化祭が、豊里公民館で開催
されました。
展示コーナーには、幼稚
園と保育園の絵や工作。小
中学校の児童生徒による絵

画や書。老人保健施設やグ
ループホーム、デイサービ
ス等からはすばらしい張り
絵や壁画が寄せられました。
また、芸術的な書道や見事
な手芸・刺繍などの作品の
ほか、丹精込めた菊の盆栽
や生け花、吊るし飾り、パ
ステルシャインアート等が
展示されました。
最終日の４日には、中ホー
ルにて芸能発表会が開催さ
れ、多彩な芸能が披露され
ました。

11月８日、多目的研修セ
ンター婦人研修室(和室)に
おいて、第２回歌声喫茶を
開催しました。
今回は18名の皆さんが参
加し、唱歌や青春歌謡、懐
かしの歌謡曲など幅広く楽
しみました。

伴奏はおなじみ安田
典夫先生。歌の合間に
曲にまつわる解説トー
クも楽しく、荒城の月
のメロディの一部に山
田耕筰の手が加えられ
ているという興味深い
話にみんなびっくりでした。

アコーディオン奏者 安田典夫先生
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11月６日、豊里小・中学
校５年生児童49名が鴇波洗
堰で行われているサケ漁と、
東和町の大嶺ふ化場の見学
を実施しました。
鴇波洗堰では、旧北上川
を遡上するサケを叉手網(さ
であみ)を使った伝統的な漁
法で捕獲する様子を見学。
今年はサケ自体が少なく
水が澄んでいるため、なか
なか網に入らないとのこと

でしたが、熟練の技で捕ま
えられたサケをかかえ、そ
の重さを実感していました。
次に東和町米谷の北上漁
協大嶺ふ化場に向かい、捕
獲後に熟成を待つサケが入っ
ている蓄養池を見学した後、
サケのお腹から卵を取り出
す｢採卵｣や受精後の｢検卵｣
の作業を体験。受精卵は数
か月を経て稚魚となり、来
年早春に放流されます

保湿とマッサージで体ポカポカ
第５回シニアいきいきセミナー開催
11月12日(火)公民館柔道
場において、シニアいきい
きセミナー第５回学習会を
開催。インストラクターは
菅原寛子先生(仙台)です。
今回は11名の皆さんが参
加し、本格的な寒さを前に、
かかとを柔らかくするマッ
サージを行いました。
足の裏から老廃物が出て
いくため、足の裏をキレイ
にすることと、お風呂上が
りには顔と同様に化粧水と
乳液やクリームでの保湿が

大切とのこと。
マッサージをすると、身
体がポカポカし、終了後に
は脚がスッキリ。
11月17日、公民館和室に
参加した皆さんから「ぜ おいて、第８回囲碁・将棋
ひ家でもマッサージと保湿 サークルを開催。９名の愛
ケアを続けたい」との声が 好者が参加しました。
多くきかれました。
対局を楽しみながら、大
いに会話に花が咲きました。

会話 を楽し み趣 味を 満喫

多くの花材で華やかさを演出
～いけばな教室第３回学習会を開催～

-第９回市民交流スポーツ大会開催豊里地区体育協会主催(公 ご協力により、温かい豚汁
民館共催)の第９回市民交流 が振る舞われました。
スポーツ大会が11月10日(日)
成績は次のとおり。
に開催されました。
(敬称略 )
◎パー クゴルフの 部
女子の部
競技は豊里水辺の公園で 順 位 男子の部
勝 佐藤 武義
高橋 好枝
はパークゴルフ、公民館脇 優
準優勝 今野 榮治
佐藤 紀子
運動場ではグラウンドゴル 第３位 高橋 孝範
芳賀恵美子
フが行われ、58名が参加し ◎グラウンドゴルフの部 (敬称略)
順 位
男子の部
女子の部
て熱戦が展開されました。
勝 高橋
孝
高橋 春枝
競技終了後には、ピック 優
準優勝 及川
賢
倉田 文子
夢ファームと豊里婦人会の
第３位 沼倉 榮志 阿部たか子

12 月 の 公 民 館 行 事
月
日
12月３日(火)
12月４日(水)
12月８日(日)
12月10日(火)
12月14日(土)
12月19日(木)

行 事 内 容
シニアいきいきセミナー
女性セミナー
田辺寄席
パソコン教室 (17日も)
囲碁・将棋サークル
いけばな教室

場
所
公民館柔道場
公民館中ホール
公民館中ホール
公民館会議室
公民館和室
平筒沼学習館

11月１日、公民館研修室
において、第３回いけばな
教室を開催しました。
今回も長根の高橋由紀子
先生の指導のもと、17名の
皆さんが参加。
今回は例年よりも種類を
増やし、５種類の花材で取
り組みました。

文化祭への展示は今回で
３回目。会場に飾るため、
場所に見合った大きさ・メ
インの花を活かす等考慮し
たり、花材に合わせて花器
を選んだりと皆さんスムー
ズに作業を進め、より華や
かで素晴らしい作品となり
ました。

編 集 後 記

風15号や19号が各地に甚大
な被害をもたらし、何か特
別な年のような気がします。
『ナンダベコレ学習館』
は紙面の都合でお休みです。
せわしい時期ですが、ど
うぞご自愛下さい。(佐々木)

はや12月、今年も１ヵ月
足らずとなりました。
台風などの自然災害は毎
年のことで、珍しいことで
はありませんが、今年は台

