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定期人事異動等により、異動される方々を紹介します。（３月 26日現在） 

転 出 者（敬称略） 転 入 者（敬称略） 

部署名 職名 氏名 転出先 部署名 職名 氏名 前任地 

玉里保育所 

副所長兼

上席主任

保育士 
後藤 聖子 

前沢保育所 
副所長兼上席主任保育士 

玉里保育所 

副所長兼

上席主任

保育士 
有住百香里 

あゆみ園 

上席主任保育教諭 

玉里小学校 主事 松原 康昭 黒沢尻北小主事 玉里小学校 事務 鈴木 ユミ  

玉里小学校 講師 齋藤 千愛 金ケ崎町立西小 玉里小学校 ｻﾎﾟｰﾄ 高橋 志乃  

玉里小学校 講師 菊池 純子 梁川小学校 玉里小学校 司書 及川 慎矢  

玉里小学校 司書 菊池 寛子 伊手小/木細工/太田代小 江刺東中 教諭 八重樫善則 胆沢中教諭 

江刺東中 教諭 高橋由紀子 退職 江刺東中 教諭 横澤 夏実 胆沢中教諭 

江刺東中 教諭 菊池  寛 退職 江刺東中 教諭 曽根 真理 金ケ崎中教諭 

江刺東中 教諭 平中 新子 退職 江刺東中 教諭 及川 美子 東水沢中教諭 

江刺東中 養護教諭 菊地 明美 退職 江刺東中 養護教諭 田村 尚子 東水沢中養護教諭 

江刺東中 教諭 笠神 康史 釜石中主幹教諭  

江刺東中 教諭 平間 哲也 胆沢中教諭  

JA江刺営農推進部 
営農推進課営農支援 
センター担当次長 

佐藤 力也 
JA江刺営農推進部 

畜産課課長       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

会費内訳（円） 前期分 後期分 合計 備 考 ※会費納入期限 

・前 期 分 

５月 24日（金） 

・後 期 分 

９月 20日（金） 

振 興 会 費 3,100 3,600 6,700  

教育振興会費 350 － 350 老耳を除く 

自治会保険料 150 －  150 振興会主催行事 

合 計 3,600 3,600 7,200  

☆ 玉里振興会から 
 

☆ と き：４月６日（土）  

午後３時～  

☆ ところ：玉里地区センター 

６月に慰霊祭、９月に敬老会の

開催を計画しております。地区の皆

様に前期 400円、後期 400円の寄付

金へのご協力をお願いします。 

☆会費納入のお願い☆ 

☆ 社会体育部から 
≪年間総合成績≫ 

優 勝 ３区 39点 

準優勝 １区 35点 

第３位 ６区 30点 

第４位 ４区 29点 

第５位 ７区 21点 

第６位 
２区 20点 

５区 20点  
平成 30年度体育行事の年間成績集計がまとまりました。 
平成最後の総合成績は３区が優勝をおさめました。おめでとうございます！
平成 30 年度は点数が僅差な印象です。新しい年度は勝負がおもしろくなる予
感がしますね。新年度の優勝目指して、体育行事へのご協力をお願いします！ 

 ３月２２日に、振興会総会を開
催し、新年度の振興会事業計画や
予算について慎重に審議していた
だいた結果、すべての議案が承認
されました。 
 貴重なご意見等も頂戴しました
ので、検討していきます。 
 今年度の振興会費も右の表のと
おり決定しましたのでご協力をお
願いします。 
  

前期分の会費は次のとおり活動に充当します。     （単位：円） 
 

振興会運営費 350 社会体育部 600 教育振興会 350 

自治会保険料 150 交通安全委員会 200 文化財委員会 150 

社会福祉部運営費 100 交通安全母の会 50 女性部 250 

市社協会費 500 防犯委員会 200 青年部 50 

環境保健部(保健) 150 婦人消防協力会 150 防災委員会 0 

環境保健部(食改善) 150 生活安全部(全体) 200 合計 3,600  
平成 

最後の… 

住んでいい地域 住ませたい地域 玉里 

 

振興会役員新体制は次号でお知らせします 

http://tamasato.jimdo.com/


 

資源回収日  ：４／１（第１月曜日） 

不燃ごみ収集日：４／17（第３水曜日） 

可燃ごみ収集日：４／2、5、9、12、16、19、23、

26（毎週火・金曜日） 

※５月の資源回収日は５月７日（火）です。 

※４月 30日（火）の可燃ごみの回収は休みです。 

※５月３日（金）は回収します。 

   
●申請書 奥州市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞまたは玉里地区ｾﾝﾀｰﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできます。 

●使用料  

玉里地区センター 
施設使用料（1時間あたり） 付加使用料 

（暖房・ガス） 午後５時まで 午後５時以降 

会議室・調理室・和室・ﾎｰﾙ 200円 300円 100円/回 

研修室 400円 600円 200円/回 
 

農業者トレーニングセンター 
施設使用料（１時間あたり） 付加使用料 

（照明コイン） 午後５時まで 午後５時以降 

体育室 800円 1,200円 200円/時間 

●減免基準 

区  分 施設使用料 付加使用料 

市民活動・教育活動団体、地域団体・ｽﾎﾟ少等 無料 無料 

趣味講座団体、ｻｰｸﾙ、公益を目的とした活動等 無料 有料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   
  

コイン方式照明の操作方法 

コイン投入→照明点灯→消灯 10

分前に終了予告ブザーが鳴る→

さらに 10分後消灯 

※途中で使用をやめる場合は、

「途中消灯」を押してください。 
～節電にご協力を！～ 

 ３月 18日、万平クラブと江刺東中学校

野球部父母会の皆さんが、トレーニングセ

ンターの床清掃をしてくださいました。 

ありがとうございました！ 

～ 平成 31年４月の行事予定（３／27現在）～ 
      

４／４（木） 玉里保育所入園式 

江刺東中学校入学式 

４／６（土） 玉里地区歓送迎会 

４／８（月） 玉里小学校入学式 

４／９（火） たまさと児童クラブ入会式 

４／10（水） うたごえ喫茶（午前 10時～11時 30分） 

４／14（日） 春のクリーン行動（午前６時～） 

 

＊送付内容 申込み後、料金が納まり次第、直近の 

「たまさとだより」から１年間（12回）です。 

＊料  金 １年分 １，０００円（郵送料等）  

      ※申込み後に窓口で支払い願います。 

＊申込方法 郵送先と申込み者の氏名/住所等 

を教えていただくだけで OKです！ 

＊申込受付 随時受付します！ 

問合せ先：玉里地区センター（36-2131） 担当 菊池 

結婚 50年を祝う金婚式を開催します。参加には本人からの申し出が必要です。 

≪該当者≫昭和４４年４月から昭和４５年３月までの間に結婚された夫婦 

≪日 時≫２０１９年５月２４日（金曜日） 午前 11時～ 

≪会 場≫ホテルニュー江刺新館イーズ ※申し出があった方に別途案内を送付。 

≪参加費≫ご夫婦 10,000円（お一人 5,000円） 

≪申出方法≫申出書を、奥州市社会福祉協議会江刺支所（35-8081）または 

民生委員、地区センターまで。用紙は地区センターにもあります。 

≪申出締切≫２０１９年５月７日（火）  

ご理解とご協力を 

お願いします。 

◎申請後、使用しなくなった場

合は、早めに連絡下さい。 

◎地区センター使用時の暖房

料は、11 月～３月の冬季間に

使用された団体に請求します。 

◎ごみは各自持ち帰り下さい。 


