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第56回江刺地区内駅伝競走大会

10月20日(日)地区センター・林健センターを会場

に『梁川地区文化祭』が開催されました。

地域の皆さんや保育所･小学校･老人クラブ･地区

内のグループ等多くの作品の展示をはじめ、各種出

店･ワークショップ、試食コーナー、郷土芸能発表会

が行われました。

今年は新しい試みとして、お楽しみコーナー（輪投

げ・ポップコーン）を開設しお子さんに楽しんでいた

だきました。また、東中学校生徒・一般ボランティアの

皆さんには会場内の要所要所で活躍していただき、

ありがとうございました。

11月3日（日）、第56回江刺地区内駅伝競走大会

が開催されました。梁川チームは、合計タイでム第３

位、懸田正之さん（1区）は第７区間で区間賞という

成績を収めました。また、浅沼奈都美さん（日舘）は

25回出場で表彰されました。おめでとうございます。

『練習・出場に対してのサポート、伴走、カンパ・ご

芳志・差し入れ等』ありがとうございました。

ご協力をいただいた皆さんを紹介します。

梁川地区文化祭

※江刺地区内駅伝競走大会の成績一覧表は地区センターにあります

のでご希望の方はお申し出ください。

梁川地区の皆様へ

１０月２０日に開催されました「2019梁川地

区文化祭」へ大勢の方々に参加、出展、ご来

場をいただき誠にありがとうございました。

大成功に終了出来ました事を、ご報告させ

ていただきます。文化祭運営の各部局の皆様

のご苦労にも誌面をお借りして御礼申し上げ

ます。

地区内外の皆様に、来年の開催へのご理解

とご協力、ご参加をお願いいたします。 みん

なで、楽しい文化祭を作りたいと思います。

生涯学習部・文化振興部・生活環境部・

女性部・梁川食改善推進員協議会

（敬称略）

10月11日奥州市文化会館で開催された「奥州市

社会福祉大会」の席上で、小澤祐耕さん(2区)が

社会福祉協議会の福祉活動推進員等として福祉推

進に貢献したとして表彰されました。

また、11月1日岩手県民会館で開催された「岩

手県社会福祉大会」の席上で、今野雄一さん(５

区)が多年にわたり在宅援護者の介護に携わった

として「岩手県社会福祉大会長褒章」を受けまし

た。おめでとうございます。

浅沼　奈都美 日舘区 今野　和男 ４区
浅沼　雄 日舘区 今野　正英 日舘区
梅津　徳朴 日舘区 今野　智恵 ５区
懸田　正之 １区 今野　誠 ７区
懸田養鶏場 １区 今野　雅士 ６区
上舘　弘禎 日舘区 今野　善文 ６区
菅野　健悦 日舘区 佐々木　常一 ６区
菊池　愛子 ４区 佐々木　麻衣 ６区
菊池　勇 ３区 佐藤　耕喜 ７区
菊池　和幸 ６区 佐藤　智洋 ７区
菊池　敬 １区 菅原　善厚 ５区
菊池　幸子 ６区 菅原　徳亮 ５区
菊池　庄治 ４区 菅原　宙斗 ４区
菊池　敏一 ４区 菅原　康子 ４区
菊池　信之 日舘区 瀧塚　智宏 ７区
菊池　均 ４区 伊達　孝敬 日舘区
菊池　広美 ４区 中西　俊紀 日舘区
菊池　美佳 ５区 中西　秀俊 日舘区
菊池　祐孝 ３区 藤澤　洋 駐在所
菊池　良幸 ５区 吉光　伸 ２区
小林　久子 ４区 吉光　富士夫 ２区
今野　明 日舘区
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11・12月 行事予定2019年

November/December

11月20日(水)18時30分から江刺総合支所

の１階多目的ホールで市政懇談会が行わ

れます。

テーマは『人口減少対策について』

ほかにも自由懇談を行いますので、ぜひ

どなたでもご参加ください。

燃える

ごみ(火)

燃える

ごみ(金)

燃えない

ごみ

資源

回収日

ﾌﾟﾗ類

のみ

１５日 １４日

１９日 ２２日

２６日 ２９日 ２５日

  ３日   ６日 ４日

１０日 １２日

11

月

12

月

月 日

行 事

内 容 時 間 場 所

１１月 １４日 木 梁川診療所開設日 10：30 梁川地区センター

１６日 土 EMを活かそう会せっけん作り 9：30 梁川地区センター

１９日 火 生活環境部幹部会 18：00 梁川地区センター

２０日 水 市政懇談会 18：30 江刺総合支所

２２日 金 移動図書巡回日 11：00 梁川地区センター

２３日 土
地域安全部役員研修会（花巻方面）

勤労感謝の日

9：30 梁川地区センター出発

２８日 木 梁川診療所開設日 10：30 梁川地区センター

１２月 １日 日
生活環境部役員研修会

「古布再生講習会」
歳末助け合い運動(12/31まで)

8：45 梁川地区センター

５日 木 梁川診療所開設日 10：30 梁川地区センター

６日 金 江刺北民児協定例会 9：30 梁川地区センター

７日 土 梁川保育所生活発表会 9：30 梁川保育所

８日 日 EMを活かそう会せっけん作り 9：30 梁川地区センター

１２日 木 梁川診療所開設日 10：30 梁川地区センター

振興会 11/ 6   幹部会

社会福祉部 10/11  奥州市社会福祉大会参加

生活環境部 10/20  文化祭『活動報告等展示』

文化祭『食改善料理試食』

地域安全部 10/11  地域安全運動出発式参加

10/12  地域安全パレード

10/25  地域安全胆江地区大会参加

11/13  防犯広報活動

体育振興部 11/3 江刺地区内駅伝競走大会

生涯学習部 10/17  文化祭会場設営

10/20  梁川地区民文化祭

11/1 文化祭合同幹部会

文化振興部 10/20  文化祭『郷土芸能発表会』

11/1    文化祭合同幹部会

女性部 10/20  文化祭

『作品展示・抹茶カフェ・売店開設』

11/1 文化祭合同幹部会

区長会 10/11  定例区長会

民児協 11/8   定例民児協


