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第 173号（平成 30年 9月 10日発行）

発 行：田原振興会・田原地区センタ-

奥州市江刺田原字深沢166-1 

連絡先：☎・Fax 32-2131

E-mail: tawarasi@pup.waiwai-net.ne.jp 
昨年は福祉演芸会で盛り上がりましたが、今年は「文化祭」の開催年

です！

振興会では、文化祭実行委員会を９月２６日（水）に立ち上げ、詳細を決

定する予定です。

絵画や書道、手芸、写真、生け花などのみなさんの作品や振興会各部

の取り組みの報告、事業の写真の展示、ステージ発表、フィナーレには餅

まきも行う予定です。

詳細は広報たわら10月号でお知らせします。

この機会にぜひみなさんの素敵な作品をお披露目してください！

今年度2回目のシニア大学は、かっぽう

着がトレードマークの漫談師 福々亭 ナミ

子さん を講師にお招きして、「お金漫談」

や「ボケ防止漫談」を聞きながら楽しく

笑ってお勉強したいと思います。

たくさんの参加をお待ちしております！

今年の江刺地区内駅伝競走大会は、11月3日(土)開催

されます！体育振興部では駅伝大会に向けて、選手の

練習を開始します。

今年のコースは、田原地区センターの前を通る南回り

のコースです。

みんなの応援で選手をしっかりサポートしましょう！

期 日 9月25日(火)午後 1時30分開会

場 所 田原地区センター

講 師 漫談師 福々亭 ナミ子

内 容 笑って学ぼう「しゃっきり人生の秘訣」

申込締切 9月21日(金)

※ 詳細・問合せは田原地区センターまでどうぞ！

期 日 １０月７日(日) 開会式 午前9時から

場 所 伊手スポーツ広場

今年の江刺地区民運動会は、伊手を会場に開催されます！

田原チームも選手団を派遣します。みなさん応援にいらしてください！

みんなで運動会を盛り上げましょう！

9月22日(土)18：00から結団

式を行います。

本格的な練習は結団式の

後からスタートする予定で

す。みんなで駅伝大会を盛

り上げましょう！

みんなで

応援しよう！
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行　事　予　定 時　間 会　　　場

22 土

19 水

区長発送日
13

木

15 土

田原地区センター

7 日 伊手スポーツ広場

農村広場

25 火 振興会 生涯学習部 第２回シニア大学 13:30 田原地区センター

振興会　体育振興部　駅伝結団式 18:00

市内小学校陸上記録会

日 曜日

振興会 定例区長会 15:00

10 水

5 金 田原民児協 15:00

江刺地区民運動会 9:00

振興会 定例三役会 13:30

田原地区センター

文化祭実行委員会 19:00 田原地区センター

27 木 区長発送日

2
火 江刺地区民運動会　全体練習 19:00

田原保育所親子運動会 9:00

田原地区センター

農村広場

田原保育所園庭

26 水

田老連グラウンドゴルフ大会 9:00

9月 10日 ～ 10月 10日までの主な行事予定

9月

10月

９月８日（土）、平成30年度田原地区敬老会を開催しました！

今年の招待者は492名。そのうち185名の方が出席されました。式

典には来賓の方々も多数出席いただき、長寿をお祝いしました。

喜寿、米寿、白寿のみなさんには記念品が贈呈され、白寿の熊

谷トキヱさんはご家族に受領していただきました。

余興とアトラクションでは各自治会女性部の踊りにたくさんのご

声援をいただき、西田 美和さんの歌と踊りの歌謡ショーで盛り

上がりました。招待者のみなさんも懐かしい曲を口ずさみながら

楽しい時間を過ごしました。

大田代小学校4年

佐藤 綾乃さん

田原小学校5年

及川 真央さん

記念品代表受領

「米寿」

千田 悦子さん

記念品代表受領

「喜寿」

及川 等さん

1区自治会女性部

踊り 「江刺甚句」

2区自治会女性部

踊り 「千恵っ子よされ」

土谷･石山自治会女性部

踊り 「八木節」

アトラクション

「西田美和歌謡ショー」

☆社会福祉部、女性部、役員のみなさん、会場準備やお世話などご協力ありがとうございました！

万歳三唱！！

振興会長から

花束贈呈

作文をプレゼント

しました！

９月21日（金）から9月30日(日)までの10日間

は秋の全国交通安全運動の実施期間です。

今年は

「行けるはず

まだ渡れるは もう危険」
をスローガンに交通事故防止を呼びかけます。

暑い夏が過ぎ、体の疲れも出やすい季節で

す。みなさん、交通事故に遭わないよう十分気

をつけましょう。

運動の重点
・ 子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止

・ 夕暮れ時と夜間の走行中・自転車乗用中の交通事故防止

・ 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

・ 飲酒運転の根絶

9月1日(土)の農村広場草刈り除草は早朝からたくさんのみなさんにご

協力をいただきました。また、9月9日(日)のクリーン行動も無事終了い

たしました。ご協力大変ありがとうございました。

9月2日(日)に開催された第

23回ビーチボール大会には

男子の部3チーム、女子の

部2チームの参加でした。

参加されたみなさんお疲れ

様でした。

男子の部

優勝 1区チーム

女子の部

優勝 ７区チーム

安全運転で

事故防止！

8月19日(日)には小田代地

区運動会、8月26日(日)には

原体地区大運動会が開催さ

れました。結果は次のとおり

です。

小田代地区運動会

優 勝 荒井坂チーム

準優勝 城前チーム

第 3位 大懸チーム

第4位 中下田代チーム

原体地区大運動会

優 勝 醍醐班

準優勝 蔵内班

第 3位 稲荷班

第4位 山居班

小学校児童

作文朗読


