第３１号

～人が集まる丘のまち「いしこし」を創ろう～

第２６回花季展
6月

８日（土）・９日(日)に公民館ホールを会場に、「第２６回花季展」（さつき・山野草の展示
会）が開催されました。出展者１５名（出展数さつき３９点、山野草４５点）、来場者数延べ
１００名の皆さんが来場し、見事に手入れされたさつきや山野草を鑑賞していました。
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みんなで「石越力」の向上を
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新役員の紹介
石越コミュニティ運営協議会総会において、下記の新体制が決定いたしました。
〇顧問 佐々木敬次（第３区）
〇会長 菅原健一（第１区）
〇副会長兼専務 佐々木孝夫（第９区） 〇副会長 金 正男（第13区）
〇理事 髙橋弘子（第４区） 松浦耕治（渋川区） 村上昭一（遠澤区）
石垣富雄（第１区） 千葉秀行（第10区）
〇監事 小野寺敬一（長根区）千葉芳照（芦倉区） 熊谷和夫（海上連区）

小野寺彰哉（第１区）新事務局長新規採用
平成３１年４月１日付けで、新事務局長に小野寺彰哉（第１区）氏が就任しました。酒井順
前事務局長同様、よろしくお願いいたします。
小野寺新事務局長は、長年にわたり中学校教員として勤務し、社会教育主事としても高清水
町教育委員会などに勤務され、登米市立登米中学校長を今年３月末に定年退職しました。
酒井順前事務局長には、これまで４年間勤務していただき、石越コミュニティ運営協議会の
発展に、ご尽力いただきましたことに心から感謝申し上げます。

総務・広報部会より

梅雨の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格
別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
４月の総会において、指定管理受託後、三人目の会長に選任され、
責任の重大さを痛感しています。浅学で非力な私ですが役職員の方々
のお力とお知恵をお借りして、職責を全うする覚悟でおります。
総会をもちまして退任されました、佐々木会長、佐川副会長、工藤（初）
・工藤（貞）
・稲辺
各理事の皆様には、コミュニティ運営協議会の運営に多大なご貢献とご尽力を賜りましたこと
に、心から感謝と敬意を表します。
公民館指定管理・がんばる地域づくり交付金・集落支援員・地域おこし協力隊の各事業を登
米市から委託を受けて本協議会が行っています。小中学校の校長先生が地域へのご理解があ
り、石越の子供たちを学校と地域が協力しながら育て、郷土愛を持って、これからの石越づく
りに貢献する人になって欲しいという願いから、当コミュニティの各行事や事業に多くの子供
たちが参加しています。この様な成果がある反面、笑友家事業等では課題もあり、当初の計画
通りには進んでいない事実もあります。
私たち石越コミュニティ運営協議会は、石越づくりの中心となり、市民一人一人の声をお聴
きし、また、各組織や関係機関と連携を密にして、「石越力」の向上に全力で取り組んで参り
ます。
多くの皆様のご支援とご協力を切にお願い申し上げます。

平成３１年度（令和元年度）石越コミュニティ運営協議会総会
４月２３日（火）に石越公民館で、「平成３１年度（令和元年度）石越コミュニティ運営協
議会総会」が開催され、ご来賓に登米市議会議員曽根充敏様、岩渕正弘様、石越総合支所長
加藤勤様をお迎えし、総勢４７名が出席しました。

今年度からの組織改編により、
「総務・広報部会」がコミュニティだよりを発行することにな
りました。皆さんに活動内容を理解していただくように努めたいと思いますので、よろしくお
願いいたします。

その後、平成３０年度の事業報告、収支決算報告、平成３１年度（令和元年度）の事業計
画及び収支予算案等が審議され、方針が決定しました。

〇部長
〇部員

長年にわたり、地域コミュニティ活動の振興に寄与し、功績のあった８名の方々に石越コ
ミュニティ運営協議会より表彰致しました。受賞された皆様、おめでとうございます。
阿部 光夫 様（長根区）
小野寺 哲 様（第４区） 千葉 義男 様（第７区）
工藤 邦生 様（第11区） 菅原 俊信 様（芦倉区） 伊東 陽子 様（海上連区）
髙橋 幸子 様（石越町ボランティア協会） 川嶋 敦子 様（石越地域婦人会）

髙橋弘子（第４区）
千葉博行（駅前区）

〇副部長 小野寺実（第11区）
高倉市郎（第７区） 佐々木孝夫（第９区）金正男（第13区）

【訂正とお詫び】
前回の『石越コミュニティだより（３０号）』の「長生大学皆勤賞受賞者」の中で、「松本丑
蔵さん」とありましたが、正しくは「坂本丑蔵さん」でした。大変申し訳ありませんでした。
４

石越コミュニティ活動功績者表彰

１

石越がんばる地域づくり事業
６月１１日（水）に実行委員会が開催されました。本年度の主な事業は次のとおりです。
☆総務・広報部会「協働のまちづくり・
☆生涯学習部会「人づくり」
地域づくり活動情報発信」
・４プリ養成塾（６月～１月に９回開催）
・コミュニティだよりの発行
（心豊かでたくましい子供の育成を図る）
・先進地視察研修（１１月２７日・２８日）
・いしこし青年交流会（９月８日）
・新年交歓会（１月１１日）
☆安心・安全部会「環境づくり」
・交通安全人垣運動
・花いっぱい運動（６月１３日）
・海上連親水公園環境整備作業（①７月１２日、②期日未定）
☆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２６日）
・石越音頭と JR 石越駅の活用（８月中旬）
・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」 （①６月６日、②１１月１７日）
（１０月２６日・２７日）
・まるごといしこしまつり
・石越光のページェント（期日未定）
スポーツのつどい（１０月２６日・２７日）

第１５回登米市石越地区市民体育祭
第１５回登米市石越地区市民体育祭が５月２６
日に約２，３００名が参加し、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
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、さらに小学校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等
住民同士の交流の輪が広がりました。
地区対抗種目では、長根区が３種目で１位になり、総合優勝をしました。
また、今年は多くの中学生がボランテ
体育祭ボランティアに参加して
ィアとして、大会の運営をお手伝いいた
菅原曖菜（第９区）
だきました。ありがとうございました。
私は、今回初めて市民体育祭のボランティア活
賞
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入賞
準優勝
新道区
260点(1位0回)
第3位
第４区
250点
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人口割り

応援賞

みんなでジャンプ最高記録賞

に行くように地域の人に声をかけたり、指示され
る前に進んで動きました。
今年の体育祭は、去年と比べて地域の人との関
係がより一層深まったと思います。
今後も地域の活動に参加して、人との関わりを
大切にしたいです。
２

第６回石越パークゴルフ大会
６月１日（土）に開場した「登米市高森パーク
ゴルフ場」で、６日（木）に「第６回石越パーク
ゴルフ大会 」（主催：石越コミュニティ運営協議
会、協力：いしこしパークゴルフ協会）を開催さ
れました。
梅雨入り前の青空の下、参加した８２名の皆さ
んは、慣れないコースに苦戦しながらもいい汗を
かいていました。（敬称略）
〈男性の部〉
〈女性の部〉
【優 勝】千葉惇夫（第４区) 〔スコア 116〕
本田由紀子（第３区）〔スコア 139〕
【第２位】工藤金雄（第12区）〔スコア 118〕
佐々木博子（第９区）〔スコア 140〕
【第３位】工藤初夫（第14区）〔スコア 119〕
千葉 妙子（赤谷区）〔スコア 142〕
【ホールインワン賞】
佐々木耕一（第９区）、佐藤安宏（駅前区）、金輝彦（長根区）、髙橋興（芦倉区）、
佐々木たきい（新道区）

東京いしこし会との交流事業
６月８日（土）・９日（日）の１泊２日で 東京
いしこし会の「ふるさと探訪」があり、１０名の
皆さんが来町されました。８日昼に笑友家で行わ
れた「歓迎会」では、第８区のコスモス会の皆さ
んの舞踊でお迎えしました。
その後、町内の史跡を巡り、遠澤集会所で開催
された「夕食会」では、地元の皆さんも参加して
楽しい時間を過ごしました。翌日は神楽共演大会
やみやぎの明治村（登米）を見学しました。

東京いしこし会御礼の手紙
先日の「ふるさと探訪」ツアーの際には最
高のおもてなしを頂き誠にありがとうござい
ました。
笑友家に於ける「コスモス会」の皆さんに
よる舞踊はとても楽しいものでした。遠澤集
会所に於ける「夕食会」は終始和やかに会話
が続き、ふるさとの人達と真の意味での心の
交流が出来ました。民謡あり、尺八あり、踊
りあり、面白いスピーチあり、芝居の口上あ
りで会場は大いに盛り上がりました。笑友家
で頂いた「はっと」は懐かしく美味しかった
のですが、遠澤地区の奥さま達が作った５種
類のモチは温かくふんわり柔らかく、心まで
暖まるような美味しさでした。作り手のおも
てなしの気持ちがストレートに伝わってくる

すばらしい料理でした。銘酒澤乃泉はやっぱ
り美味しかった。石越に酒蔵が存在すること
が誇りです。どこまでも続く青々とした田ん
ぼは本当に美しい。神楽の団体が石越には２
つもあり、いつも美しい舞を見せてくれます。
いずれも都会では味わえないものです。ふる
さとにはすばらしい物があるのですから、皆
で守り育てていけば更に魅力が増すと思いま
す。パークゴルフ場も完成したことだし、今
度は違った形で石越の人達と交流が出来れば
いいなと思います。２日間ありがとうござい
ました。

会長
３

二階堂

忠男

６月１３日
（遠澤区出身)

