
 

 

          退任のご挨拶 

               前稲瀬振興会事務局長兼稲瀬地区センター長  佐々木勝美 

 令和２年３月末でセンター長を退任させていただきました。 

振興会は副会長２期４年間、事務局長兼センター長を３年間務めさせていただきました 

不慣れな私を支えてくれた稲瀬地区の皆さんには心から感謝申しあげます。今後は稲瀬のため

に、出来る事があればお手伝いして行きたいと思っております。長い間、大変お世話になりま

した。有難うございました。 

 

就任のご挨拶 

新稲瀬振興会事務局長兼稲瀬地区センター長  菊池 照彦 

去る３月 29 日稲瀬振興会総会の席で事務局長兼センター長に推薦され４月１日付けで就任

しました第一区の菊池照彦です。 

地区行事には時々参加していたものの地区センター内部の各部活動に携わることは初めて

ですが一日も早く地区の皆さんのお役に立てるよう努めて参りますので、事務長並びに地域活

動員の二人と共々どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

また、振興会では新たな課題の取り組みが求められており各専門部との連携を諮りながら進

めてまいりますので皆様にはご指導・ご鞭撻の程お願いし就任の挨拶といたします。 

稲瀬振興会/稲瀬地区センター  〒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 ～ 
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令和２年４月９日発行 いなせだより 

 
３月 29日（日）稲瀬地区センターを会場に稲瀬振興会 

総会が開催されました。令和２年度の事業計画並びに収 

支予算が承認され今年度の活動がスタートしています。 

総会の詳しい内容につきましては全戸に配布いたしまし 

た総会資料をご覧ください。今年度も稲瀬振興会事業に 

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

≪事務局長の異動がありました≫ 
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  ≪稲瀬駐在所長と地域活動員の退任あいさつ≫ 

春の緑化まつり、お手播き記念清掃はコロナウイルス感染拡大に伴い中止とします。 

緑化木倶楽部受講者募集につきましては改めてお知らせします。 

 

       お世話になりました 

３月 31日をもちまして退所いたしました。 

在職中は地域の皆様に支えられ温かく接してくださいましたこと心より御礼申し上

げます。生活安全部、老年部、青年部の皆様には頼りない事務局を励ましてくださり、

心和む思いでした。１年半でしたが本当にお世話になりました。佐々木センター長、

千田事務長、美江子さんへも感謝一杯です。ありがとうございました。 

                       地域活動員 千葉 薫 

令和２年６月に予定してましたがコロナウイルス感染症予防

のため 11月に延期となりました。詳しく決まり次第お知らせ

します。 

     奥州市社会福祉協議会江刺支部 ＴＥＬ 35-8081 

                                 

【問い合わせ先】岩手県立緑化センターTEL/FAX：35-4529 

前稲瀬駐在所の菊池宏です 

 

今回の定期人事異動で奥州警察署生活安全課に異動となり、稲瀬駐在所を離れることとなりまし

た。稲瀬駐在所では２年間お世話になりました。 

ひとつひとつ思い出を述べると書ききれないので感謝の言葉のみ記載させて頂きます。 

本当にありがとうございました。 

 江刺金婚を祝う会延期のお知らせ 
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             稲瀬振興会からのお知らせ   

コロナウイルス感染症予防のため 

１、４月８日に予定していた稲瀬地区異動職員歓送迎会は中止としました。 

２、各部の地区外研修も今年は中止とします。来年度は楽しんでいただける企画を 

致しますのでよろしくお願いいたします。 

３、その他の行事予定は決まり次第お知らせいたします。 

 

令和２年度 稲瀬地区センタースタッフ                月 日 曜 日 内  容 時 間 場   所 

４月 14日 火 理事会 18：30～ 

地区センター 

４月 15日 水 農業を考える会 18：00～ 

４月 17日 金 総務企画会議 18：30～ 

４月 21日 火 自治会長会議 18：30～ 

５月 1日 金 三役会議 15：30～ 

５月 13日 水 体育部役員会議 19：00～ 

５月 20日 水 体育部会議 19：00～ 

 はじめまして。４月より働かせて
頂いております鈴木亮太です。江

刺出身ではない為、地名の読み方

から苦戦しておりますが１日でも早

く皆様のお役に立てるよう頑張りま

す。よろしくお願い致します。 

菊池照彦センター長 

（担当） 

・事務全般の統括 

・事業の総合調整 

・理事会、自治会長会

議、・総務企画部等 

 

今
後
の
予
定 

みんなで頑張ります！ 

令和２年度も宜しくお

願いします。 
◇ センター長 菊池 照彦 

◇ 事務長   千田 正幸 

◇ 地域活動員 千葉美江子 

◇ 地域活動員 鈴木 亮太 

４月１日より地前深山の鈴木亮太さんが地域

活動員として勤務しております、担当は生活安

全部、青年部、老年部、経理となりますのでど

うぞよろしくお願いいたします。 
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    異動職員名簿                      稲瀬小学校        敬称略        転出等 転入 

 
 校長  立花 淳 （九戸・伊保内小学校）  校長  晴山 光弘 （花巻・東和中副校長） 

 
 教諭  及川 亮 （退職）  教諭 鈴木 花奈美 （前沢小学校） 

 
 講師  佐々木 洋子 （岩谷堂小学校）  養護教諭  轟木 純子 （常盤小学校） 

 
 養護助教諭  神尾 光恵 （田原小学校）   教諭  及川 亮 （定年退職・再任用） 

                   照岡小学校              転出等 転入 

 
 校長  大江 幸銅 （退職）  校長  髙橋 佳子 （洋野・向田小学校） 

 
 副校長 鈴木 千恵子 （一関・大原小学校）  副校長  小田島 淳 （釜石・小佐野小学校） 

 
 教諭  高橋 智子 （岩谷堂小学校）  教諭  軽石 さゆり （釜石・小佐野小学校） 

 
          

養護教諭 

講師 
 
及川 満里恵 

千田 純 

（岩泉・岩泉小学校） 

（北上市立南小学校） 
                   稲瀬わかば園              転出等 転入 

 
 園長  佐藤 良 （岩谷堂幼稚園）  園長  本明 美佐子 （羽田幼稚園） 

 
 副園長  小野寺 一恵 （前沢北こども園）  

副園長 兼 
 
千葉 尚子 （前沢東幼稚園） 

 
 主任保育教諭  菊地 菜香 （前沢北こども園）  上席主任保育教諭   

 
 保育教諭  内海 彩香 （玉里保育所）  保育教諭  高橋 彩香 （広瀬保育園） 

 
 保育教諭  小野 寺牧 （前沢北こども園）  保育教諭  村上 雅美 （相去保育園） 

 
 保育教諭  阿部 純子 （退職）  保育教諭  鈴木 万理奈 （岩谷堂幼稚園） 

 
 保育教諭  菅原 早苗 （退職）  支援員  関向 千代美 （佐倉河幼稚園） 

 
 支援員  鈴木 安希 （梁川保育所）  子育て支援センター職員 佐藤 有斐 （新任） 

 
 事務職員  及川 浩一 （胆沢中学校）   子育て支援センター職員 佐々木 美奈 （新任） 

                   奥州警察署駐在所              転出等 転入 

 
 稲瀬駐在所所長  菊池 宏 （奥州警察署生活安全課）   稲瀬駐在所所長  深澤 渚温 （奥州警察署江刺幹部交番） 

                   稲瀬振興会              退職 採用 

 
 事務局長  佐々木 勝美 （石関）   事務局長  菊池 照彦 （第 1区） 

 
 地域活動員  千葉 薫 （沼館）   地域活動員  鈴木 亮太 （地前深山）   


