
日時：令和元年７月２日（火）  19：00～ 

場所：稲瀬地区センター 和室    内容：コンディショニング教室    

受講料：無料               対象：稲瀬地区内の女性 

講師：菊地奏子さん           持ち物：バスタオル、フェイスタオル、筆記用具 

申込み：６月 25 日（火）までに稲瀬地区センターへお申し込みください。 詳細は回覧チラシをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

   生涯学習部地区外研修のお知らせ 

 

 

                   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   健康診断のお知らせ   
 

今年度の検診が始まっております 

             受検する日程、会場を確認し、忘れずに受けて下さい。 

          特定・長寿・一般健康診査・がん検診をお忘れなく！ 

   検診 月 日 曜日   受付時間 会場 

肺がん・大腸がん・結核健診 

７月 30日  火 13：30～15：00 石関会館 

９月５日  木 
９：30～11：00 上三照会館 

13：30～15：00 稲瀬地区センター 

11月７日  木 13：30～15：00 稲瀬地区センター 

胃がん検診 
10月９日  水 

６：45～９：00 

（開場６：30） 
稲瀬地区センター 

令和元年６月 13 日発行  No.３ 

稲瀬地区センター/稲瀬振興会    〒023-1132 奥州市江刺稲瀬字谷地 16-1 

TEL/FAX  0197-35-4073       E-mail  inasin@pup.waiwai-net.ne.jp 

みんなで創ろう地域の和・稲瀬～今に生かそう、わが里の宝～ 

女性部主催 

コンディショニングで 

肩こり、腰痛、むくみ 

スッキリ！ 

遠野の歴史とふるさとを学ぼう！ 
～遠野物語の館、遠野市立博物館、食肉センター、 

ふるさと村、その他 ～ 
日 時：令和元年 7 月 20 日（土）９：00～17：00 

場 所：遠野方面  

定 員：40 名    会費：2,500 円 

対象者：稲瀬に在住の方ならどなたでも参加できます。 

申込み：６月 17 日（月）から受付を開始します。 

稲瀬地区センターへお申し込みください。 

詳細は回覧チラシをご覧ください。 

 

第８回 いなせ夏まつり開催！ 
今年も青年部が夏まつりを開催します！ 

各種売店や大抽選会などを予定しています♬  

家族みんなで遊びに来てくださいね(^o^) 

日 時：令和元年７月 27 日（土） 

     16：00～19：30 

場 所：稲瀬体育センター 

稲瀬地区センター 

詳細は６月 27日（木）の回覧チラシにて 

お知らせいたします。 
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   事故が多発しています  

   車の運転者、歩行者の皆さん 左右の確認をして交通安全に心掛けましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～稲瀬地区自主防災訓練 ７月６日（土） 午前６時 開催予定～ 

防災意識を高め、災害から命を守りましょう！今回は水害を想定した訓練を実施する

予定です。詳細は、全戸配布チラシをご覧ください。 

 

緊急 お知らせ 
高齢者世帯地域安全啓発の訪問活動について

生活安全部では地区内の高齢者世帯を訪問し、防犯・交通安全・防火

等を呼びかける活動を、６月 23 日（日）～７月７（日）の期間実施しま

す。 

６月30日（日）には生活安全部長、副部長、稲瀬地区交通指導員がモ

デル自治会の「地前深山自治会・沼向自治会・水先自治会・照沢自治

会」を訪問します。訪問時間は９時～12 時の予定です。 

 生活安全部のみなさんよろしくお願いします。 

飲酒運転撲滅ダルマコンクール

上期目入れ式開催について 

ダルマの上期目入れ式を下記

日程により開催します。 

令和元年７月 28日（日） 

午前８時～12時頃 

詳細は７月 11日の回覧チラシ

をご覧ください。 

体育部から 
日 時   令和元年７月 11日（木）10：00～11：30 

         ７月 18日（木）10：00～11：30 

開催場所  江刺中央体育館 アリーナ 

参加料   １回   ５００円 （保険料等） 

内 容   ピンにボールが当たると豆がはじけるように、反転したり、自動的に元にもどるようになっていてコン

トロールやバランスを競うゲームです体格や体力に関係なく楽しめるスポーツです。 

申込み締切 令和元年６月 30日（日） 

 ※参加申込書は稲瀬地区センターにありますのでご利用 

ください。 

※６月 30日（日）体力づくり大会、バレーボール競技の申込期限は６月 24日（月）までです。 

行政区代表の方は忘れずに稲瀬地区センターまで連絡をお願いします。（TEL：35-4073） 

６月２日（日）、地区民一斉環境整備奉仕作業をしていただきありがとうございました。皆さ

んのご協力で、きれいな稲瀬になりました。また、早朝からの作業大変お疲れさまでした。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558158873/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5hc2Fnb3NoYWt5by5qcC9qaWd5by8wMDJjaGlpa2lmdWt1c2hpLTItMi0y/RS=^ADBRQgrJyO5jpByUHzwuVIR2XAMSU0-;_ylt=A2RivQKYTN5cW1MAnxCU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558489882/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9wdWJsaWNkb21haW5xLm5ldC9qYXBhbmVzZS1hbXVsZXQtMDAxODg4OS8-/RS=^ADB9HM.QFYnAVldl4NlPbbc6J4AvwI-;_ylt=A2RivcaaWeNclGgAkAuU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559087910/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc2lsaG91ZXR0ZS1hYy5jb20vY2F0ZWdvcnkuaHRtbD9zdz0lRTglOEQlODklRTUlODglODglRTMlODIlOEE-/RS=^ADBM1Bt0F.zuOYxGaP6osuRDAAvd0c-;_ylt=A2RCL5SmeexcFEIA0R.U3uV7


   ５月 22日（水）に、江刺生涯学習センターを会場に、交通安全功労者等表彰状伝達式が行われました 
    稲瀬地区では次の方々が受賞されました。受賞おめでとうございます！ 

「優良運転者（県表彰）」         後 藤 好 宏さん  （石関） 
           菅 野 幸 子さん  （十三）             

   ５月 28日（火）に奥州署において奥州地区防犯協会連合会の「防犯功労者、団体」表彰が行われました 
     「防犯功労者」               及 川 豊 喜さん  （佐野向） 
                                  

 

５月 20日（月）、岩手県立緑化センターにてお手播き記念碑清掃が行われました。 

当日は 50名の参加があり、和気あいあいとしたムードで清掃が行われました。 

約１時間の作業で記念碑周辺は大変きれいになりました。 

参加された皆さんお疲れさまでした。 

 

 

 

 

 

 

月 日 曜日 内 容 時 間 場 所 

６月 13 日 木 
食改善夏季伝講 ９：30～ 地区センター 

いきいきシニアスポーツ大会 10：00～ 体育センター 

６月 18 日 火 自治会長会議 18：30～ 地区センター 

６月 19 日 水 
稲瀬地区戦没者合同慰霊祭 10：00～ 体育センター 

定例稲瀬行政区長会 11：30～ 地区センター 

６月 20 日 木 老年部役員会議 18：00～ 地区センター 

６月 21 日 金 
生涯学習部会議 

18：30～ 地区センター 
総務企画部会議 

６月 28 日 金 青年部会議 19：00～ 地区センター 

６月 29 日 土 女性部地区外研修   ８：00～ 秋田方面 

６月 30 日 日 

体力づくり大会総合開会式 

バレーボール競技 
９：00～ 体育センター 

高齢者世帯訪問活動 ９：00～ 地前深山・沼向・水先・照沢 

７月 １日 月 振興会三役会議 16：00～ 地区センター 

７月 ２日 火 女性部主催「コンディショニング教室」 19：00～ 地区センター 

７月 ４日 木 食改善地区外研修 ８：00～ 宮城県気仙沼方面 

７月 ６日 土 稲瀬地区防災訓練 ６：00～ 稲瀬地区内 

 

                   稲瀬ふれあいタクシーの利用状況（５月） 

            登録数       49名 

            利用者数      27名   

※登録を随時受け付けております（年齢の制限はありませんのでどなたでもどうぞ！対象は２区～６区です） 

～今後の予定～ 【稲瀬振興会費納入のお願い】 

第１期会費４,０００円は６月１４日（金）に各自治会の口座から引き落としとなります。よろしく 

お願いいたします。 

お手播き記念碑清掃お疲れさまでした 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558588605/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zb3phaS1nb29kLmNvbS8-/RS=^ADBVFaIJnqG6hDqsS9HMK_snGOaFu0-;_ylt=A2RimV092.Rc5i8AZwWU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1560302701/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaWxsdXN0LWFpLmNvbS9zaW5nbGUucGhwP2M9MDAwMDAwNzc-/RS=^ADBvZa9RweBbefPWiQPyeUdmqNam.E-;_ylt=A2RimE7sAv9cGEEA5QiU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558588605/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zb3phaS1nb29kLmNvbS8-/RS=^ADBVFaIJnqG6hDqsS9HMK_snGOaFu0-;_ylt=A2RimV092.Rc5i8AZwWU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558751039/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDE1LzA5L2Jsb2ctcG9zdF8xMDAuaHRtbA--/RS=^ADBS1bdCDZw_AC45SJZ14YP09Mh1R0-;_ylt=A2RCKwO_Vedc.AoA1DWU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558751212/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3RpbWFnZS5jb20vP2lkPTYxNTY-/RS=^ADBSRBBQqFGwCP2x9.Lkq7Yuxg3HuY-;_ylt=A2RCKwhsVudcu0IAFhCU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558751212/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3RpbWFnZS5jb20vP2lkPTYxNTY-/RS=^ADBSRBBQqFGwCP2x9.Lkq7Yuxg3HuY-;_ylt=A2RCKwhsVudcu0IAFhCU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1558751212/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3RpbWFnZS5jb20vP2lkPTYxNTY-/RS=^ADBSRBBQqFGwCP2x9.Lkq7Yuxg3HuY-;_ylt=A2RCKwhsVudcu0IAFhCU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559623462/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaWxsdXN0LXBvY2tldC5jb20va2V5d29yZC8lRTYlOTYlQjAlRTclQjclOTE-/RS=^ADB8cMNo_wX5zh89ENek_ayD0FBSqE-;_ylt=A2RCKw6mpfRceHwAQiuU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559623462/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaWxsdXN0LXBvY2tldC5jb20va2V5d29yZC8lRTYlOTYlQjAlRTclQjclOTE-/RS=^ADB8cMNo_wX5zh89ENek_ayD0FBSqE-;_ylt=A2RCKw6mpfRceHwAQiuU3uV7

