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＊市から委嘱されている各役職の退任、新任・再任される方々を紹介します。 

【奥州市不法投棄監視員】                      【奥州市文化財保護調査員】 

 退任 菅野 庄平 さん（玉崎） 新任 及川 玲二 さん（樋茂井）   再任 菊池  慧 さん（老耳） 

※平成 28年度から２期４年                       ※平成 24年度から継続 

 【奥州市スポーツ推進委員】 

  退任 菊池 憲一 さん（森下）  新任 佐藤 弘和 さん（大森） 

※平成 21年度から 11年間 

 【奥州市交通指導員】 

  再任 菊池佐知子 さん（玉川） ※平成 24年度から継続 

  再任 田村  博 さん（北部） ※平成 27年度から継続 

  再任 佐藤 俊彦 さん（樋茂井）※平成 30年度から継続  

 

     
  
                                  
＊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 

玉里小 校長 及川 靖浩 釜石・釜石小校長 玉里小 校長 冨田美奈子 九戸・江刺家小副校長 

〃 養護教諭 菅原 智子 水沢中養護教諭 江刺東中 教諭 髙木誠一郎 花巻・花巻中教諭 

江刺東中 教諭 三浦 澄子 前沢中教諭 〃 
主任行政 

専門員 
及川 正良 水沢南中 

〃 主査 高橋 広道 人首小・木細工小 〃 用務員 佐藤 和明 江刺一中用務員 

〃 
主任 
用務員 

高橋 勝美 
東水沢中 
主任用務員 

〃 
特別支援 
教育支援員 

及川 和枝 江刺一中 

〃 教諭 三浦 峰子 退職 〃 講師 鎌田 舞美 一関・藤沢中 

玉里 
保育所 

保育士 大島 世捺 退職 
玉里 
保育所 

保育士 内海 彩香 
稲瀬わかば園 
保育教諭 

JA江刺 
玉里 
支店長 

菊池美智子 退職 JA江刺 
玉里 
支店長 

遠藤 静子 
岩谷堂支店 
副支店長 

〃 副支店長 石川 智郁 岩谷堂支店支店長 〃 副支店長 藤原 友香 岩谷堂支店係長 

〃 玉里共済ｾﾝﾀｰ長 菊地智恵子 岩谷堂共済ｾﾝﾀｰ長 〃 玉里共済ｾﾝﾀｰ長 及川 佳恵 岩谷堂共済ｾﾝﾀｰ長 

〃 
営農支援課 営農 

支援ｾﾝﾀｰ課長補佐 
及川  央 流通販売課課長 〃 

営農支援課 営農

支援ｾﾝﾀｰ課長補佐 
後藤  拓 

営農推進課 
課長補佐 

             
●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 

☆ 玉里振興会から 

ご理解とご協力を 
お願いします。 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！～ 

玉里のためにご尽力いただい

た皆さま、ありがとうございまし

た。これからお世話になる皆さま、  
よろしくお願いします！  

住んでいい地域 住ませたい地域 玉里 

◎申請後、使用しなくなった場
合は、早めにご連絡下さい。 
◎地区センター使用時の暖房
料、冷房料、ガス料金は使用され
た団体に請求します。 
◎ごみは各自持ち帰り下さい。 

http://tamasato.jimdo.com/


 

資源回収日  ：４／６（第１月曜日） 

不燃ごみ収集日：４／15（第３水曜日） 

可燃ごみ収集日：４／3、7、10、14、17、21、

24、28（毎週火・金曜日） 

※５月の資源回収日は５月１日（金）です。 

＊ お 知 ら せ ＊ 
たまさとだより３月号でお知らせした、ク

リーンセンター花泉（有）の敷地内（旧江刺

プラント）にある砕石の有償払い下げの件

は、砕石がなくなったため終了しました。 

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

      ～令和２年４月の行事予定（３／25現在）～       
４／４（土） 玉里保育所入園式 

４／７（火） 玉里小学校入学式 

江刺東中学校入学式 

４／８（水） たまさと児童クラブ入会式 

４／12（日） 春のクリーン行動・狂犬病予防注射 

  

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４５年４月から昭和４６年

３月までの間に結婚されたご夫婦 

≪日 時≫ 2020年６月５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 

（おひとり 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≫ 2020年５月８日（金） 

狂犬病予防注射 

４月 12日（日） 

10：40～11：20 

玉里地区センター 

離れていても  
つながる玉里 郵送

遠方のご家族やお友達に！郵送サービスをご利用ください！ 
 

＊送付内容 直近の「たまさとだより」から１年間です。 

＊料  金 １年分１，０００円（郵送料）※切手可 

＊申込方法 郵送先と申込み者の氏名・住所・電話 

番号を教えていただくだけで OKです！ 

＊問合せ先 玉里地区センター（36-2131）  

☆ご利用者さんの声☆ 菊池 清記さん(長野県在住) 

玉里だよりもあと１ヶ月弱となり、申し込みを来年
もと思い切手を用意しました。毎回の便りに玉里の四季

の変化を感じながら、担当係の方の自筆の短文のあいさ

つに何か微笑みを覚えます。 

今年も雪深いアルプスの山を眺めながら春を待つ。 

早く春よ来いと。 
 

☆担当より☆ 

 郵送サービス開始から丸３年、継続してご利用いた
だきありがとうございます。毎年送っていただくアンケ

ートのお返事が楽しみです。これからも玉里のあれこれ

をお届けしますね！ 

  

春のクリーン行動 

４月 12日（日） 

午前６時～ 

玉里地区内 

 ３月 19日、玉里小学校の卒業式

が行われました。 

 縮小の中で行われた卒業式では

ありましたが、６年生 11人笑顔での

門出となりました。おめでとうござい

ます！ 


