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奥州から はじまる 繋がる 心の輪

表紙写真の紹介

irori（イロリ）とは、囲炉裏を囲んで輪になる姿を重ね、老若男女を問わず多くの市民や市民公益活動団体が連携し輪が生まれることを願い名付けました。
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　平成29年９月９日(土)、10(日)に奥州市文化会

館Ｚホールで「鉄道フェスタ2017」が開催されま

した。

　このイベントは、地域に根ざしたイベントの創

出を目的に、鉄道関係者や愛好家で構成する「岩

手鉄道模型仲間の会」の主催により毎年行って

いるもので、ことしで21年目を迎えます。当日は、

会員それぞれが自慢の鉄道模型を走らせ、来場し

た子どもも大人も目を輝かせて見入っていました。

　「小さいころから鉄道フェスタを見に来ていたと

いう高校生２人が、今回より新たに会員になってく

れた」と代表の佐藤徳代さんは嬉しそうに話して

くれました。

シネマ奥州をつくる会

前沢いきいきスポーツクラブ

奥州カヌー愛好会

奥州市世界遺産
登録候補地ガイドの会

新設団体

補助金活用団
体
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代表／小野寺　彰　　設立／平成29年３月10日

［問い合わせ］
　メール：cinemaoshu@gmail.com

あきら

シネマ奥州をつくる会

「
奥
州
市
に
映
画
館
を
作
ろ
う
」
を
合
言
葉
に

会場準備中のカフェの店内

上映が始まるのを心待ちにしている来場者

上映会のお供はこれが一番！

「幕末太陽傳」上映の様子

　「今、奥州市には映画館がないから、

自分が映画館を作ろうと思った」そう教

えてくれたのはシネマ奥州をつくる会の

小野寺彰代表です。バンド活動をして

いていた小野寺代表が足を踏み入れた

場所は、普段は使用されていない広い

客席に映写室まであるホール。もともと

映画が好きだったこともあり、このよう

な素晴らしい場所が奥州市にあるなら

映画館を作れるのではとの思いを抱き、

その思いに賛同した職場の同僚や、中

学時代の同級生をメンバーにシネマ奥

州をつくる会を平成29年３月に設立しま

した。

　「映画館は、いつもの日常とは違う特

別な感情になれる。周りにたくさんのお

客さんがいても、誰かと一緒に行って観

ていても、上映中はひとりでいるような

感覚になることが映画館独特の魅力」

と小野寺代表は語ります。

　同会の活動は、主に市内のカフェな

どを利用した上映会の開催。形状の異

なるさまざまな会場で上映するため、客

席の配置や、スクリーンの位置などの準

備に苦労することもありますが、無事に

上映が終われば、全ての苦労もやりが

いへと繋がります。また、来場者からの

上映後の感想や意見などが新たな人脈

づくりのきっかけとなり、次の活動への

活力源にもなっています。上映作品の選

定にあたっては、「これを上映したらあの

人が喜ぶかな？」、「友達がやっているス

ポーツに関係する映画はあるかな？」な

どと身近な人をイメージしながら、メン

バーでの話し合いにより決定しています。

　平成29年８月には、全国各地で話題

となっている作品を地域の人にも観てほ

しいと、同会としては初めての大きな上

映会場となる奥州市文化会館Ｚホール

で、アニメーション映画「この世界の片

隅に」の上映会を開催。当日は、県内

外から多くの来場者があり、開場前か

ら列ができるほどの盛況でした。また、

子育てに追われている人でもゆっくり映

画を鑑賞できるようにと託児所を設ける

など、他の映画館にはないサービスも

行いました。

　「市内に映画館を誰かが作ってくれな

いかな」と何年も思っていたという小野

寺代表。活動当初は手探りの状態でし

たが、まずは行動してみようと１回目の

上映会を開催。上映後に来場者のひと

りから「何かを活動するときに大変なこ

と、難しいことは、いかに継続すること

ができるかどうか」という言葉をいただ

いたことをきっかけに、月１回の上映会

の継続を活動の目標としました。将来は、

常設での活動拠点を見つけ、映画上映

だけではなく、芝居や落語などのイベン

トも企画したいと考えています。

　ほっと一息をつきたい休日の午後や、

仕事が大きな山を越えたとき、無性に

「たまに」は映画館に行きたくなるとき

があります。そんな「たまに」がもっと

面白くなるような映画館を目指してシネ

マ奥州をつくる会は活動しています。

映画館をつくりたい

非日常の空間づくり

「たまに」行きたくなる
映画館を目指して

記念すべき1回目の上映会



代表／野村　金治郎　　設立／平成21年１月20日

［問い合わせ］
　住所：奥州市前沢区字阿部館27-１
　TEL：0197-56-7290　メール：info@ikisupo.jp
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特定非営利活動法人

前沢いきいきスポーツクラブ

地
域
と
世
代
を
超
え
て

ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
め
る

環
境
づ
く
り

さまざまな健康効果が期待される
ノルディックウオーキング教室大学教授を講師でお招きした介護予防講習会女性に人気のピラティス教室

放課後子ども教室の様子

　もともとスポーツ少年団の活動をはじ

めさまざまなスポーツが盛んな前沢区で

も、近年の少子高齢化に伴い競技人口

が徐 に々減少しています。そのような中

で地域のあらゆる世代の人たちがさまざ

まなスポーツを楽しめる環境づくりが重

要と考え、地域でスポーツの活動に携

わる人や教育現場の有識者などにより、

総合型地域スポーツクラブとして平成21

年に「前沢いきいきスポーツクラブ」を

任意団体として設立しました。

　設立初年度は「前沢いきいきスポー

ツランド」の指定管理業務が中心となり、

総合型地域スポーツクラブとしての活動

が十分にできませんでしたが、徐 に々活

動範囲を拡大。活動に対する社会的な

認知を果たす必要性を考慮し、平成24

年に法人格を取得。クラブとしての活

動を本格化させました。

　クラブの活動は、放課後子ども教室、

ノルディックウオーキングやピラティス、

スポーツ吹矢などの各種スポーツ教室、

夏休みには小学生を対象とした水泳教

室を開催。また、カローリング、パーク

ゴルフ、スマイルボウリングなどの大会

を開催するほか、老人福祉施設や地区

センターなどでの軽運動指導にも力を入

れています。

　28年度からは介護予防にも力を入

れ、市民提案型協働支援事業補助金

の活用により、健康寿命を延ばすため

の運動教室や講演会を実施し、地域で

の担い手の発掘、育成に注力していま

す。

　また、多くの人にスポーツを楽しんで

ほしいとの思いから、クラブの毎月の事

業と教室の開催カレンダーを前沢区内

の全戸に配布。スポーツ吹矢教室を新

たに取り入れ、これまでの活動で参加

が少なかった男性参加者を増やすことに

も成功しました。吹矢教室は前沢区以

外からの参加者も多く、他の地区でも

教室を開催し好評です。

　スタッフは各種スポーツ教室で指導

をするために指導資格を取得し、参加

者が怪我なく日常的に継続してスポーツ

ができるように心掛けています。副理事

長の及川浩行さんは「忙しい毎日だが、

苦労を苦労と思わずにやっている。多く

の参加者が楽しんで、参加者同士の交

流が生まれるとやはり嬉しい」と笑顔で

話します。

　『「誰でも」「いつでも」「いつまでも」

スポーツを楽しめる環境づくり』。このク

ラブの理念には、今後も新たなスポー

ツを取り入れることで、幼児からお年寄

りまでより多くの人に楽しくスポーツを続

けてほしいとの願いが込められています。

　「幼児や30～ 40代の働き盛り世代が

参加しやすいスポーツ教室やイベントを

企画することが目標。また、スポーツを

専門に取り組んできた若者がクラブの

活動に従事したくなるような事業をして

いきたい」と及川さんは語ります。

　前沢いきいきスポーツクラブは、ス

ポーツを通じて地域交流・多世代交流

ができ、心身ともに健康で明るく豊かな

日常生活が送れる環境をこれからもつく

り続けていきます。

総合型地域スポーツクラブの
必要性

地域も世代も超えた交流

継続的な活動

新たな種目として取り入れたスポーツ吹矢教室

小学生を対象とした夏休みかなづち教室



代表／石川　善一　　設立／平成28年３月13日

［問い合わせ］
　事務局（佐々木）TEL：090-4044-6760
　メール：komakita-isawa@kkh.biglobe.ne.jp
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奥州カヌー愛好会

「
奥
州
市
と
い
え
ば
カ
ヌ
ー
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に

スタンドアップパドルボートを楽しむ参加者

休憩所移設作業後の集合写真馬留池カヌー体験会の様子カヌーや国体開催の周知を行った企画展

雄大な自然を満喫できる奥州湖レイクツーリング

ひめかゆカップでのデモンストレーションラフティング

体験会の参加者へ配布している
特製ダムゾウ君シール

　「希望郷いわて国体の開催に合わせ

整備されたカヌー競技の特設コースが会

の設立のきっかけ」と語るのは奥州カヌー

愛好会の石川善一会長。「せっかく素晴

らしいコースができたのだから、多くの人

にカヌーを楽しんでもらいたい」とカヌー

愛好家を中心に、審判員やボランティア

などで国体に関わった人が集まりました。

そして、カヌーを楽しんでもらうだけでは

なく、カヌーを通して胆沢ダムや胆沢川

の雄大な自然の魅力を全国に発信しよう

と平成28年３月に同会を設立しました。

　会の主な活動は、地域住民にカヌー

に触れて親しんでもらいたいと、カヌー

体験会、ラフティング体験会、奥州湖

ツーリング体験会を市民提案型協働支

援事業補助金の活用により開催。また、

奥州いさわカヌー競技場への誘導案内

看板や競技場近くに休憩所、仮設トイ

レを設置し、全国からの来訪者の利便

性、快適性の向上も図っています。

　体験会では初めての人でも安心して楽

しめるように、パドルの使い方、転覆し

た際の対処方法やライフジャケットの正

しい着用方法などを指導。カヌーだけで

はなくゴムボートやスタンドアップパドル

ボートなども用意して何回来ても楽しめる

工夫をしています。「カヌー体験会を通じ

てカヌーに興味を持つ人が増えた。体験

会への参加者も少しずつ増えてきている」

と石川会長は活動への喜びを話します。

　また、毎年参加者が少なかった岩手

県民体育大会のカヌー競技ですが、28

年度より「みちのくひめかゆカップ」を

併催することにより県内外から参加者を

招致。今までカヌーに興味がなかった地

元住民が間近で迫力あるカヌー競技を

観戦し、カヌーに興味を持ってもらう機

会をつくっています。

　今後も各種大会の誘致や強化合宿

地への立候補などを働き掛けながら、

奥州市がカヌー競技に適した環境であ

ることを全国に広めていきたいと考えて

います。将来的には胆沢ダム周辺での

各種体験と温泉施設などとの連携によ

る体験型宿泊観光プランを企画し、多

くの観光客を呼び込みたいとさらに活動

の範囲を広げようとしています。

　石川会長は「カヌーを始めたばかり

の人でも気軽に参加できるような大会を

開催したい。カヌー用具一式を自分で

購入して本格的にカヌーを始めてくれる

人が増えるように、継続して活動をして

いきたい」と力強く語ります。

　奥州いさわカヌー競技場はダムの放

流の関係で９月上旬までしか使えません

が、奥州湖と馬留池は誰もがいつでも

使える場所です。そこに行けば誰かが

カヌーを漕いでいる。それが当たり前の

光景になり「奥州市といえばカヌー」と

いわれるように、奥州カヌー愛好会はカ

ヌーの普及を目指し活動しています。

多くの人に
カヌーを楽しんでもらうために

カヌーを身近な存在に

カヌーを漕いでいる光景を日常に

よしいち
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代表／小野寺　修　　設立／平成19年５月10日

［問い合わせ］
　事務局（奥州市役所・商業観光課内）
　TEL：0197-24-2111

おさむ

奥州市世界遺産

登録候補地ガイドの会

お
も
て
な
し
の
ガ
イ
ド

で
豊
か
な
歴
史
を
伝
え
た
い

平成29年度総会の様子

ガイドの会による公開講座

歴史散策ウオーキング後の記念写真史跡めぐりバスツアーで白鳥舘遺跡を案内

ガイドの話に聞き入る参加者

　奥州市世界遺産登録候補地ガイドの

会（小野寺修会長）は、平成18年に「平

泉―浄土思想を基調とする文化的景

観」として、市内２遺跡を含む９資産が

ユネスコ世界遺産に推薦されたのを契

機に市のガイド養成講座を受講した人た

ちにより平成19年５月に設立されました。

　同会は、世界遺産登録候補地である

前沢区の「白鳥舘遺跡」と衣川区の「長

者ヶ原廃寺跡」の両遺跡の来訪者への

史跡ガイドをはじめ、歴史散策ウオーキ

ング・講演会・各種講座などの市民参

加型の活動を行っています。また、白鳥

舘遺跡で毎年開催される「白鳥舘遺跡・

鮎まつり」を共催しており、弁慶や当時

の下級武士などに扮して来訪者へ遺跡

案内をするなど、地域の人との交流に

努めています。

　「白鳥舘遺跡」は、都市平泉を維持

するために不可欠な陶器や石、鉄など

を生産・加工し、平泉の繁栄を支えた

場所とされています。また「長者ヶ原廃

寺跡」は約1,000年前に建てられた格

式高い寺院跡で奥州藤原氏の祖先であ

る安倍氏によって建立されたといわれて

います。

　会員は、４月末から10月末までの土日

と祝日に両遺跡に常駐しており、遺跡の

概要やその重要性、当時の暮らしぶり

などユーモアを交えながらガイドをし、

来訪者を楽しませる工夫をしています。

遺跡には、県内外から歴史愛好家、郷

土史を学びたい人など熱心な人が多く

訪れます。年 来々訪者から求められる説

明の難易度が高まっていることから毎月

の定例会後には勉強会を開き、会員の

知識の習得、向上を図っています。

　平成29年７月には、市民提案型協働

支援事業補助金を活用し、奥州市内の

国指定史跡７ヵ所を巡るバスツアーを開

催しました。定員を超える78人の参加者

は、それぞれの史跡の性格や時代背景

などの細かな説明に聞き入り、地域の

豊かな歴史を堪能しました。

　平成23年には中尊寺、毛越寺、観自

在王院跡、無量光院跡、金鶏山が「平

泉―仏国土（浄土）を表す建築・庭

園及び考古学的遺跡群」として世界遺

産に登録されました。現在、柳之御所

遺跡、達谷窟、骨寺村荘園遺跡、白

鳥舘遺跡、長者ヶ原廃寺跡については、

世界遺産拡張登録を目指して、調査、

研究が進められています。

　「早ければ東京オリンピック開催年の

平成32年に登録される可能性もある。

そのために、市民の機運を盛り上げた

い。何より市の将来を担う子どもたちに、

もっと文化遺産に関心を持って郷土史

を知ってほしい」と小野寺会長は今後

の展望を熱く語りました。

　同会では、遺跡の拡張登録を応援す

るために、世界遺産拡張登録応援事業

として平成29年９月には「前沢白鳥から

平泉月館・長島地区の歴史散策ウオー

キング」を、同年12月には５回目の開催

となる「郷土史を学ぶ講演会」などを

計画しています。自分たちが住んでいる

地域を見つめなおすきっかけづくりに参

加してみてはいかがでしょうか。

思いを言葉にのせて伝えたい

出会いを大切に

目標の実現へ



市民公益活動に係る各種情報や助成金情報などをお知らせします。
情報の掲載を希望する団体は奥州市協働まちづくり部地域づくり推進課（TEL：0197-35-2111）までお問い合わせください。

　奥州市民活動支援センターは、市民と企業・行政との協働
によるまちづくりを目指すさまざまな活動を支援するための
奥州市の施設です。団体・NPO法人の設立、運営、活動資金
など市民活動に関する相談に応じるほか、会議室などの利用
もできます。

伝言板

編集後記 奥州市民活動支援センター

〒023-0801
岩手県奥州市水沢区字横町2番地1メイプル地下1F
［TEL・FAX］0197（22）4200
［HP］http://npo.oshushi.com/

［開館時間］月～金／10：00～21：00

土～日／10：00～17：00

［休 館 日］祝祭日、年末年始（12/29 ～1/3）

この情報誌に関するお問合せ
奥州市協働まちづくり部地域づくり推進課

TEL：0197-35-2111
［Facebook］

https://www.facebook.com/oshu.chiikidukuri

6

　奥州市社会福祉協議会では、市民が通年で地域福祉に関す

るさまざまなテーマについて学ぶ講座を開催してします。第８回の

講座を次のとおり開催しますので、ご参加ください。

〔第８回講座　対人援助技術の向上を目指そう！〕
【日時】平成29年11月17日（水）午後１時30分～３時30分
【場所】奥州市社会福祉協議会衣川支所（衣川区古戸53-1）
【講師】岩手県立大学教授　田中尚（ひさし）　氏
【申込期限】平成29年11月７日（火）
【申込・問合先】奥州市社会福祉協議会地域福祉課
　（TEL：0197-25-7171）

　子どもの毎日の簡単なヘアアレンジをレッスンして、その場で練

習してみましょう！

　お連れのお子さまの髪または、ウィッグを使用しての練習となります。

【日時】平成29年10月17日（火）午前10時～11時30分（ヘアアレ
ンジは約１時間。その後30分はおやつタイムとなります。）

【場所】原中第三集会所ホール（奥州市水沢区東大通り３-５）
【参加費】800円（材料費・講師代・場所代）
【講師】yuzumomoねいる　菅野やよい先生
【定員】先着10組
【申込期限】平成29年10月12日（木）
【申込・問合先】おうしゅう子育て情報TOAMO
　（メール：oshu.toamo@gmail.com）

　奥州カヌー愛好会主催によるカヌー体験会を開催します。

【日時】平成29年10月22日（日）
　①午前10時～　②午前11時～　③午後１時～
【場所】奥州市胆沢区若柳
　焼石中沼コース登山道入口付近集合
【参加費】1,000円（当日納付）
【中止判断】当日７時頃、各自事務局に確認（荒天時10月29日
（日）に延期）

【定員・参加資格】各回先着15名（用具一式持参者除く）・原則小
学生以上

【申込方法】住所・氏名・年齢・連絡先を申込先にメールまたは
FAX。

【申込・問合先】奥州カヌー愛好会事務局　佐々木
　TEL：090-4044-6760　FAX：0197-46-3051

　メール：komakita-isawa@kkh.biglobe.ne.jp
【申込期限】平成29年10月16日（月）定員になり次第締め切り
【事故対応】原則、主催者に重大な過失があった場合を除き自己
責任とします。

　宝くじの収益金を活用した助成制度である「コミュニティ助成

事業（一般コミュニティ・コミュニティセンター・青少年健全育成）」

の申請を募集しています。自治会・町内会や社会貢献を目的とし

て活動する団体などが対象となります。助成を希望する場合はお

問い合わせの上、申請書などを提出してください。

【対象事業・助成金額】
〔一般コミュニティ助成〕
　コミュニティ活動に直接必要な設備など（建築物、消耗品は
除く）の整備に関する事業（例：祭り装束、太鼓、イベント備品な
ど）。助成金額は100万円から250万円まで。
〔コミュニティセンター助成〕
　住民の需要の実態に応じた機能を有する集会施設（コミュ
ニティセンター・自治会集会所など）の建設または大規模修繕、
及びその施設に必要な備品の整備に関する事業。助成金額は
対象となる事業費の５分の３以内に相当する額。ただし、1,500
万円まで。
〔青少年健全育成助成〕
　スポーツ･レクリエーション活動や文化･学習活動に関する事
業およびその他コミュニティ活動のイベントに関する事業など、
主として親子で参加するソフト事業。30万円から100万円まで。

【提出期限】平成29年10月４日（水）
【提出・問合先】奥州市協働まちづくり部地域づくり推進課地域
支援室（TEL：0197-35-2111）

　奥州市は市民公益活動団体の新たな支援制度として平成28年

度から開始している「奥州市市民提案型協働支援事業補助金制

度」の平成29年度第４回審査分の提案事業を募集しています。

補助金コースなどの制度の詳細は下記までお問い合わせくださ

い。

【提出期限】平成29年10月20日（木）
【提出先】奥州市協働まちづくり部地域づくり推進課（江刺総合
支所内）または、奥州市民活動支援センター（メイプル地下）

【問合先】奥州市協働まちづくり部地域づくり推進課
　（TEL：0197-35-2111）

地域で暮らし続けるための

「おかげさま」を学ぶ講座の開催

親子ヘアアレンジ講座

奥州湖レイクツーリング

平成29年度奥州市市民提案型協働支援事業

（第４回審査分）の提案募集

平成30年度コミュニティ助成事業の募集

　９月初めに岩手県民の幸福度調査の結果が公表されました。年代によってどういうことが幸福

なのかの違いはありますが、全ての年代で近所付き合いや地元の祭りへの参加など地域社会と

の繋がりを感じている人ほど、幸福度が高いという結果が出たそうです。この仕事を通してさまざ

まなイベント・行事や講習会などに行く機会が増え、今まで関わることがなかった分野にも触れ

るようになりました。土日祝日に仕事に行く機会が多く、子どもと触れ合う時間が減ってしまいまし

たが、もう少し子どもが大きくなったら地域のイベント・行事などに参加をして地元を盛り上げる

一員になってほしいと思います。

　秋は、イベントが多く催される季節でもあります。地域づくり推進課ではフェイスブックで市民

活動を行っている団体の紹介やイベントなどのお知らせを発信しています。気になるイベントや団

体を見つけたら参加してみてはいかがでしょうか。


