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８ 月号
No.64
６月22日、
公民館中ホー
ルにおいて、
豊里・米山
合同となっ
た今年度第
１回目の歌
声喫茶を開催しました。
毎回隔月の午後に開催し
ている歌声喫茶。同じ日の
午前中は米山公民館でも実
施しています。そこで、い
つか合同開催をしようとの
話が持ち上がり、今回実現
の運びとなりました。
この日は米山の愛好者が
多数来館。両館合わせて50
名を超える大イベントにな
り、大変盛り上がりました。

季節を感じる

平成30年８月１日発行

親密交流歌声喫茶
米山公民館と初の合同開催
～ 珠玉 の名曲 とミ ニコン サー トで 盛り 上が る～

交流あいさつのあと第一
部に入り、唱歌や青春歌謡
など、最初からすばらしい
歌声が響きました。
今回もおなじみ安田典夫

先生のアコーディオン伴奏
で息もぴったり。１曲目か
ら打ち解けた交流になり、
いつもの安田先生の曲にま
つわる解説トークで会場も

和んで、厳選の名曲を目いっ
ぱい楽しみました。
休憩時間にはロビーに移
動し、お互いに和気あいあ
いの会話が弾みました。
第二部は、安田先生ご夫
妻によるすてきなミニコン
サート。安田先生のサック
スと奥様千枝子さんのピア
ノもすばらしく、あっとい
う間の楽しい時間でした。
「この企画、是非また」
との声が多く聞かれました。

ロビーでのなごやか交流に会話が弾む

夏の寄せ植え教室開催

６月30日、多目的研修セ
ンターにおいて、夏の寄せ
植え教室を開催しました。
講師はおなじみ日野一樹
先生(横町)で、12名の皆さ
んが参加しました。
今回は、８種類の花苗か
ら６種類を選び、色、配置
など、初夏を感じる工夫いっ
ぱいの寄せ植えに挑戦しま
した。
先生の『背の高い種類を
後ろに、伸びて下がる種類
は手前に流すように』とい
うアドバイスを参考に、好
みの花苗と色を組み合わせ、
バランスよく植えました。

小さな白い花の「サギナ」
をお好みで加えると、すて
きなアクセントの寄せ植え
に。１時間ほどで、涼しげ
な鉢花が完成しました。

ランチなど
４品に挑戦

シニアいきいきセミナー 第２回学習会
７月３日、公民館柔道場 セミナー第２回学習会を開
において、シニアいきいき 催しました。
今回は 、恒例 になっ た
「リンパケア＆体操」講座
で、講師はインストラクター
り(ランチ)」など４品に取 の藤原寛子先生(仙台市)。
り組み、それぞれおいしそ 参加された15名の皆さんが
心地よい汗を流しました。
うな料理が完成しました。
最初に、先生から内蔵を
巡るリンパの流れと働きに
ついての説明があり、早速
ゆったりと体を動かしなが
ら、体操の効果を実感して
いました。

平成 30年度料理教室を開講

７月５日、多目的研修セ
ンター調理室において、料
理教室を開講しました。
今年度も栄養士田島久美
子先生(中田町)を講師にお
願いし、来年３月まで全５
回の予定で実施します。
今回は11名が参加 し、
「目玉焼きと鶏肉のおにぎ
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７月7日、サイクルイベン
トを開催。午前は公民館駐
車場の特設コースで未就学
児による「ひよこランニン
グバイクレース」、午後は
豊里運動公園において、自
転車教室と「ロングトラッ
クレース」を実施しました。

午前の部では、２～５歳
児67名がエントリー。家族
の大声援の中、懸命に地面
を蹴り、元気いっぱい力走
しました。

ひよこランニングバイク
ロングトラックサイクル
を１分おきに年齢別にスター
トし、速さだけでなくルー
ルとマナーも審査します。
午後の部は、大会実行委
このレースでは、最高齢
員長の梅津創さん(東京都) の佐藤登さん(90歳、西二ツ
による自転車教室を開催。
屋)も出場し、全員が楽しく
引き続き１周５kmのコース 真剣に激走しました。

T.Y.C.豊里¥米山キッズ交流 たこ焼き＆看板づくりに挑戦

６月23日、多目的研修セ
ンターにおいて、第２回Ｔ
ＹＣキッズ交流を開催、37
名の皆さんが参加しました。
この日は地域づくり事業
で進めている孤独死防止映

ナンダベ コレ

学習館

画制作のスタッフが大阪か
ら訪れていて、TYCに合流。
たこ焼きづくりを指導し
てもらったり、農園の看板
づくりのヒントをもらった
り、楽しく交流しました。

えんつこ(嬰児籠)
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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、乳幼児のゆりか
ご「えんつこ」の登場です。

｢えんつこ｣とは、当地方
の呼び名で、かつての農村
で乳幼児を収納するために

８月の公民 館行事
月
日
８月４日(土)
８月５日(日)
８月12日(日)
８月15日(水)
８月18日(土)
８月21日(火)
８月22日(水)

行

事 内

容

ハーバリウム製作講座
YOSAKOI＆ねぷたinとよさと
囲碁・将棋サークル
コミュニティ夏祭り
ＴＹＣキッズ交流 移動研修
こども防災講座
ときめきキッズ移動研修

場
所
公民館中ホール
陸前豊里駅前通り
公民館和室
公民館駐車場
福島県須賀川市
多目的研修センター
蔵王＆仙台空港

ターゲットバードゴルフ
グ ラウンドゴ ルフ

ユ ニカ ー ル

３種 目に熱 戦展開
～ふるさとスポーツ祭地区大会～

７月８日、豊里教育事務所主催(公民館共催)の本大会は、
３種目が２会場で開催され、熱戦が展開されました。
熱の競技を展開しました。
ユニカールは７チームが
参加。公民館大ホールで正
確なショットを競いました。
成績は次のとおりです。
ターゲットバードゴルフ
(４チーム参加)とグラウン
ドゴルフ(20チーム参加)は、
豊里運動公園でそれぞれ白
ふるさとスポーツ祭
順 位 TＢゴルフ
優 勝 浦 軒
準優勝 十五貫
第３位
ー

豊里地区大会の結果
Ｇゴルフ ユニカール
仲 町 加々巻B
東二ツ屋 十五貫A
大 曲 加々巻A

力 合 わ せ て 第33回子ども綱引き大会開催
豊里町子ども会育成会連
合会(遠藤たえ子会長)主催
(豊里公民館共催)の第33回
子ども綱引き大会が６月24
日(日)、公民館大ホールに
おいて開催されました。
９地区から16チームが出

場。力合わせて懸命に綱を
引き合いました。
競技は、予選リーグを勝ち
抜いた上位８チームが決勝
トーナメントに進み、激戦
の末、下町のクローバー子
ども会４班が優勝しました。
第33回子ども綱引き大会結果
順 位 地 区名 ・子 ども 会
優 勝 下 町ク ロー バー ４
準優 勝 下 町ク ロー バー 2
第３ 位 竹 花 竹 の子
大 曲 こ ばと

用いられた容器のことです。
一般的にわらを編んで籠
状にしたもので、木や竹で
作られる場合もあります。
名称は、嬰児籠(えいじ
かご)からエジコ、エズコ、
エンツコになったものと思
われます。地域によってイ
ジコ、エズコ、エジメなど、
様々な呼び名があります。

わら製なので、夏場は通
気性があって蒸れにくく、
冬場は暖かいのが特徴です。
農作業時など、近くに据
え置くための道具として重
宝されました。
乳幼児を布等でくるみ、

編 集 後 記

しさを体験した東日本大震
災への支援の恩返し。積極
的に援助していきましょう。
さて、８月は夏祭りが目
白押し。すてきな企画で十
分に楽しめます。どうぞご
参加下さい。
(佐々木)

西日本を襲った記録的な
豪雨は、全国で200人以上
が死亡する大災害となり、
国をあげて支援が進められ
ています。自然災害の恐ろ

ゆりかごのよ
うに揺らして
あやしました。

