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総合優勝 第７区
第１３回登米市石越地区市民体育祭が５月２８日に２４００名の地区民が参加し、開催され
ました。
曇り空の総合運動公園で開催された開会式では石コミ特別賞を目指し、各区とも年々参加者
が増加しており、今年度は４５０名が堂々の入場行進をしました。
地区対抗競技では第７区が６種目中４種目で１位を占め、断トツの強さで、３年ぶりに優勝
しました。
小・中学校吹奏楽部員の皆さんの演奏により、入場行進がスムーズに進みました。
未就学児のかけっこ、児童、生徒の皆さんが地区選手として多数出場し、さらに小学生５・６
年生や地域の皆さんの鳥舞の演舞、老若男女多数で舞った石越音頭など住民交流の輪が広がり
ました。
◇総合成績
優 勝 第７区 ３０２点
準優勝 第４区 ２７８点
第３位 遠沢区 ２４７点
◇石コミ特別賞
第１位 遠沢区
第２位 第１１区
第３位 長根区
◇応援賞
第２区 第７区 第１１区
◇みんなでジャンプ最高記録賞
第４区 １０３回

６月１３日(火)に実行委員会が開催され、今年度の事業計画等について協議し、次のとおり
事業を行いますので友達、近所の方々皆様大勢で参加して頂きますようお願いします。
☆総務部会「協働のまちづくり」
☆生涯学習部会「人づくり」
・実行委員会(年３回開催)
・４プリ養成塾(6 月～1 月に 9 回開催)
・先進地視察研修(11 月 14・15 日)
（心豊かでたくましい子供の育成を図る）
・新年交歓会(1 月 6 日)
☆安心安全部会「環境づくり」
・交通安全人垣運動
・花苗配付(6 月 22 日)
・海上連親水公園環境整備作業(①７月 15 日②11 月 11 日)
☆文化部会「ゆとりづくり」
・石越音頭踊りの普及
☆体育部会「社会体育の振興」
踊り講習会、体育祭などで踊り披露
・市民体育祭(5 月 28 日)
・石越駅でふるさと帰り人々迎え(8 月 11～13 日) ・石越パークゴルフ大会
・まるごといしこしまつり「展示会・芸能祭」
(10 月 21・22 日)
・石越光のページェント(1 月 10～15 日)
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７・８月のコミュニティ事業・教室予定
７月

４日(火) マナー教室「ご贈答」③

８月

シェイプアップ体操教室①

１０日(木) ４プリ養成塾「石越駅・栗電遊び」

８日(土) ４プリ養成塾「自然体験・観察」
１１日(火) シェイプアップ体操教室②

３日(木) マナー教室「ご贈答」⑤
１１日(金)

～１３日(日)

１５日(土) 海上連親水公園環境整備作業①

ゆとりづくり
｢石越駅で石越音頭活用事業｣

２１日(月) マナー教室「ご贈答」⑥

石っこクラブ移動研修

３１日(木) 長生大学移動教室

１９日(水) マナー教室「手紙・暑中見舞い」④
２０日(木) 文化協会移動研修「山形方面」
２６日(水) ４プリ養成塾「北上川川遊び」

広報委員会より
今年度初めての「コミュニティだより」を皆さまにお届け致します。梅雨入りの発表はまだ
ですが、すっきりしない気候の今日この頃であります。
コミュニティ運営協議会が指定管理を受託して５年目、地域づくりを始めて４年目になりま
す。２９年度も地域民皆さまのご支援とご協力を頂き、石越を元気にする事業や行事を行う計
画をしています。皆さまと共に力を合わせ石越の活性化を実現出来る様に役職員一同頑張りま
す。
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４

平成２９年度石越コミュニティ運営協議会総会開かれる

第２４回花季展

４月２７日（木）午後７時～８時まで、石越
公民館で岩渕正弘、曽根充敏登米市議会議員、

６月１０日(土)・６月１１日(日)
入場者延べ １２０名
出展者 １４名 出展数 ５０点

高橋洋総合支所長、日野裕子教育事務所長を来
賓に迎え、４４名が出席し総会が開かれました。
議案は平成２８年度事業報告及び決算及び２
９年度事業計画（案）、予算（案）を審議し、す
べて原案通り承認されました。

今年も、さつき盆栽、山野草が公民館
を彩りました。審査会が開かれ、受賞者
は以下のとおりです。(敬称略)
石越コミュニティ会長賞
石越町さつき盆栽山野草愛好会
さつきの部
三浦 勇
さつきの部
千葉 一正
山野草の部
小野寺 種雄
山野草の部
松本 俊典

《石越コミュニティ運動功績表彰者》

パソコン相談会

総会に先立ちコミュニティ活動の振興に寄与
し、その功績の顕著な方に石越コミュニティ運
動功績者表彰が行われました。
受賞者は以下のとおりです。
富塚光照さん（長根区）、岩渕いまよさん（第４
区）、菊地薫さん（新道区）、金勲さん（第１３
区）、坂本正夫さん（芦倉区）、金澤宏さん（海
上連区）、板倉吉男さん（石越文化協会）、猪股
龍一さん（石越町ボランティア協会）、小松玲子

４月２０日、５月１８日、６月１５日と開催
されました。参加者に対して的確に優しく教
えていただきます。７月２０日で今年度は最
後になります。
１１月からは【パソコン教室】を開催予定で
す。時期が近づいてきましたら、チラシで参加
募集をします。パソコンの上達を目指す方は
是非、参加下さい。

マナー教室「マナーびましょう」➀
６月６日(火) 参加者：２０名
シリーズ全８回の第１回目は「弔事」のマ
ナーについて、学びました。
講師(荒井美智子先生)の巧みな話術に参加
者の皆さんは引き込まれるように聞き入って
いました。全ての所作に深い意味があること
を学びました。

さん（石越地域婦人会）、千葉喜久子さん（石越
地区婦人防火クラブ）

第２回石越パークゴルフ大会
晴天に恵まれた６月６日(火)、第２回石越
パークゴルフ大会を栗原市一迫小田ダム湖畔
パークゴルフ場で開催しました。開会式には
岩渕、曽根市議会議員などが遠路駆けつけて
下さり、出場選手の皆さんを激励していただ
きました。
次回は、１１月６日(日)に若柳河川敷パー
クゴルフ場で大会を開催する予定です。皆さ
んの参加をお待ちしております。
各賞入賞者は下記のとおりです。(敬称略)
〔男子〕優勝)佐藤安宏（駅前）
準優勝)工藤金雄（第十二）
第４位)佐藤茂幸（芦倉） 第５位)高橋興（芦倉）
〔女子〕優勝)高橋やすゑ（芦倉） 準優勝)金きみ子（第十三）
第４位)小野寺宮子（第九）第５位)千葉りつ子（第四）
〔ベストグロス賞〕菅原洋二（赤谷） 高橋やすゑ（芦倉）
〔ホールインワン賞〕佐藤和夫（駅前）
山田政敏（駅前）
３

第３位)菅原洋二（赤谷）
第６位)菊地薫（新道）
第３位)本田由紀子（第三）
第６位)佐々木幸子（第九）

サークル紹介「大正琴」
「健康寿命に一役」

命を保つための一翼を担って居ると思う。

音楽は、曲の選択の違いはあるが、人々の
心を穏やかに癒す事が出来る偉大な力を持っ
ていると思っている。泣き止まない乳児に、
モーッアルトの楽曲を聞かせると、たちまち
のうちに泣き止む、
（孫で実験ずみ）、又、牛
の乳の出が良くなると、牛舎に静かに、モー

左右の指を同時に異動〈移動ではない〉さ
せる事は、高齢になればなる程大変な作業に
なって来るが、脳が懸命に対応して、輪の中
に合流して、成果を上げていると、勝手な思
い込みをしているのだが。
今年は、６月１８日（日）８年振りに、宮
城大会（ホテルサンプラザ）に出演しました。

ッアルトを流している酪農家もあると聞く。
でも、それ以上に意義あるのは、人の脳を刺
激し、昨今叫ばれている、健康寿命をのばす
事に一役買っているのではと、秘かに思って
いるのだが。
大正琴はその意味で脳を活性化し、健康寿

全員参加は諸般の事情で出来ないが、１７名
参加する。結果がどうあれ日頃の成果を発表
してきます。又、秋の文化祭に参加する事も
一つの目標で、励んでいます。
町内の沢山の皆さんに楽しんで頂きたいで
すし、是非参加をして欲しいと望んでいます。
２

