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豊里コミュニティ推進協議会

東北歴史博物館『東大寺と東北』特別展見学

シニアいきいきセミナー移動研修 東大寺と東北
多賀城市の東北歴史博物

館で４月28日から６月24日

まで開催された特別展。

サブテーマは「復興を支

えた人々の祈り」で、1300

年の歴史で二度の兵火から

復興を遂げた東大寺の復興

の歩みを被災地へ重ね、東

日本大震災からの復興を祈

る至宝公開の一大イベント。

創建期から伝わる誕生釈

迦仏立像・灌仏盤など、国

宝17点、重要文化財25点等、

貴重な寺宝や史料が一堂に

公開されている。

ひとくちメモ

６月１日、今年度第１回

目のシニアいきいきセミナー

を実施しました。

今回は、多賀城市の東北

歴史博物館で東北初公開と

して開催されている『東大

寺と東北』の特別展への移

動研修です。

この特別展は、国宝や重

要文化財、貴重な史料など

が多数展示されており、期

待いっぱいの31名の皆さん

が参加しました。

初めに開講式を行い、直

ちに出発。ほぼ予定通り10

時前に会場に到着しました。

展示室内は照明が抑えら

れ、仏像など寺宝のすべて

に荘厳な雰囲気があり、皆

さんじっくりと時間をかけ

て見学していました。

展示説明に、人々の幸福

を願い旧暦２月に実施され

る「修二会(しゅにえ)」と

いう東大寺の行事があって、

着用の紙衣が白石和紙であっ

たり、1300年も前の大仏建

立の際には宮城県産の黄金

が使われたことなど、奈良

時代から今日までの歴史の

重みや、東北との深いつな

がりを感じた一日でした。

帰りには、松島のお魚市

場と観光物産館に回り、食

事や買い物を楽しみました。

古代の生活様式をじっくりと見学

第30回豊里地区市民登山のつどい

節目の記念登山 霊山(福島県)踏破

６月17日、第30回豊里地

区市民登山のつどいを開催

しました。

今年は30回目の記念登山

で、20名の皆さんが参加。

山岳ガイドと公民館職員合

わせて27名で福島県の霊山

(りょうぜん)をめざします。

当日は薄曇りの絶好の登

山日和で、午前９時30分前

には登山口に到着。初めに

入念な準備運動を行い、全

員元気に出発しました。

開始早々から急な上り坂

のハードな箇所が30分ほど

続きましたが、周りは鮮や

かな緑に包まれ、むき出し

の奇岩怪石に驚きながら、

湿り気のある岩山を慎重に

踏みしめて進みました。

ここを過ぎると、比較的

楽な傾斜になり、ハイキン

グ気分の会話が弾みました。

この登山の第一のポイン

トである『見下し岩』では、

眼下に広がる眺望に歓声が

あがりました。

途中、下は絶壁で足の幅

しかない狭い所や、目の前

に迫る岩に注意しながら、

第二ポイントの『護摩壇』

に着くと、そこも絶景。皆

さん大満足の様子でした。

霊山城跡での昼食の際、

参加者の中に、偶然この日

誕生日の方がお二人あり、

サプライズ誕生会を行って、

全員で祝福しました。

下山の途中、出会った山

伏たちと親しく挨拶を交わ

すシーンなどもあり、充実

感いっぱいの登山でした。

岩壁に映える鮮緑の中をゆっくり進む

踏破達成！ 充実感いっぱいのゴール地点
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７ 月 の 公 民 館 行 事

月 日 行 事 内 容 場 所

７月３日(火) 第２回シニアセミナー 公民館柔道場
７月５日(木) 第１回料理教室 多目的研修センター
７月７日(土) ひよこバイクレースほか 公民館駐車場ほか
７月８日(日) ふるさとスポーツ祭り 運動公園ほか
７月16日(月) 囲碁・将棋サークル 公民館和室
７月17日(火) 歌声喫茶 多目的研修センター
７月19日(木) 第２回いけばな教室 平筒沼学習館
７月21日(土) エクササイズ教室 公民館中ホール
７月23日(月) 第３回ＴＹＣキッズ交流 米山スマイル農園

編 集 後 記

日ごとに暑さが増し、本

格的な夏到来となりました。

６月17日に実施した『登

山のつどい』は、とても爽

快でした。第30回を数える

伝統行事も今年が節目の記

年登山。ご参加いただいた

皆さんも、霊山のすばらし

さを実感されたようでした。

大変お疲れ様でした。

６月22日実施の豊里・米

山合同歌声喫茶は、すてき

な歌声となごやか交流で、

とても良かったですね。詳

しくは次号で。 (佐々木)

平筒沼学習館に展示して

いる貴重な文化財をシリー

ズで紹介しています。

今回は、手押し式の「田

の草取り機」の登場です。

ナンダベ コレ

学習館 3

田の草取り機

別名｢回転除草機｣ともい

い、稲株の間を押して転車

を回転させ、除草と中耕を

する農具で、株間の１条用

と連結の２条用があります。

原型は明治時代からあっ

て、大正初期から広く使わ

れていたといいます。

当地方では、昭和30年代

まで使われていましたが、

除草剤の普及等により、い

つの間にか姿を消しました。

しかし、近年無農薬栽培

が注目され、動力の物を含

めて、改良された最新式の

回転除草機が使われるよう

になってきました。

コミュニティ推進協議会

では、すばらしいみやぎを

創る豊里町協議会から事業

を引き継ぎ、本年も２万本

の花苗を準備し、６月８日

に各行政区や関係団体等に

引き渡しを行いました。

本年も花いっぱい運動に、

ご協力お願いします。

花いっぱい運動

花苗配布終わる

ソフト

２種目に白熱した戦いボール

ビニール
バ レ ー
ボ ー ル

ふるさとスポーツ祭豊里地区大会開催
順 位 ソフトボール ビニールバレー
優 勝 横 町 新 町
準優勝 仲 町 仲 町
第３位 大 曲 下 町

新 町 長 根

ふるさとスポーツ祭

豊里地区大会の結果

登米市教育委員会豊里教育事務所主催(豊里公民館共催)

の平成30年度ふるさとスポーツ祭豊里地区大会は、６月

10日(日)午前９時から豊里運動公園を会場にソフトボー

ル、公民館大ホールではビニールバレーボールの２種目

が開催され、それぞれ熱戦を展開しました。

ソフトボールの部

ビニールバレーボールの部

ビニールバレーボールの

部は７チームが熱戦を展開。

ソフトボールの部は８チー

ムが出場しました。

各チームとも好プレーの

熱戦を展開しましたが、攻

守に堅実な横町チームが19

年ぶりの優勝に輝きました。

各チームとも粘り強いラ

リーの応酬で、接戦に次ぐ

接戦となりましたが、強力

なアタックの新町チームが

三連覇を達成しました。

T.Y.C.豊里¥米山キッズ交流 枝豆,サツマイモを定植

なごやか交流で対局を楽しむ６月２日、米山のスマイ

ル農園において、第１回Ｔ

ＹＣキッズ交流を開催し、

保護者等を含めて25名が参

加しました。

初めに開校式を行い、早

速農園に移動。マルチを張

り、準備した枝豆とサツマ

イモの苗を定植。気持ちの

良い汗を流しました。

６月16日、公民館和室に

おいて、第３回囲碁・将棋

サークルの集いを開催しま

した。

今回も小学生２名を含み、

13名の皆さんが参加。対局

や研究、会話になごやかな

交流を楽しみました。


