
  
 

 

 

期間 ４月 ６日（火）から 

   ４月 15日（木）の 10日間 

※４月 10日（土）は 

交通事故死ゼロを目指す日です。  

 
   と表示され 
  ているもの。 
十字にしばるか、 
紙袋に入れてく 

ださい！ 
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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 22日現在） 

転出される方々の今までの功績に感謝するとともに、転入される方々の今後の活躍を祈念いたします。 

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 副校長 高橋 佳文 退職 玉里小 副校長 小岩  類 北上・黒沢尻東小 

主任教諭 
〃 教諭 村上  毅 金ケ崎・永岡小

教諭 〃 教諭 菅原  真 久慈・久慈小教諭 
〃 教諭 星  智之 北上・黒岩小 

教諭     
江刺東中 校長 松井 繁紀 盛岡・月が丘小 

校長 江刺東中 校長 関川 寛司 岩泉・小本小校長 
〃 副校長 岩渕 俊春 前沢中副校長 〃 副校長 佐々木広一 陸前高田・ 

高田第一中教諭 
〃 講師 鎌田 舞美 江刺第一中学校 〃 教諭 中村 真也 陸前高田・ 

高田東中教諭 
〃 講師 佐々木南海子 退職 〃 講師 小岩 珠子 江刺南中学校 
〃 特別支援教

育支援員 及川 和枝 退職     
玉里 
保育所 副所長 有住百香里 稲瀬わかば園 

園長 玉里 
保育所 副所長兼上席

主任保育士 城澤 幸枝 稲瀬わかば園 
指導保育教諭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 玉里振興会から 

令和３年度奥州市 
認知症カフェ委託事業 
「思い出カフェあっぷる」は、認知症が気になるご本人、

ご家族、そして地域の皆さん、誰でも参加できる場所です。

どうぞお気軽にご参加ください。 

①日 程 （奇数月第１木曜日） 

          R3 ５/６ ７/１ ９/２ 11/４  R4 １/６ ３/３ 

②場 所 玉里地区センター 

③内 容 レクリエーションやゲーム、お話語りなど 

④持ち物 ひとり１回 200円（茶菓代、資料代等として） 

⑤申込み 地域包括支援センターえさし中央 

      電話：0197-34-4826  FAX：0197-34-4827 

４月から黄色い

帽子のピカピカの

新１年生が登下校

します。 

あたたかく見守

って下さいね！ 

 住んでいい地域 住ませたい地域 玉里 

すすぐ 

… 

缶詰のフタで回収ネット
に穴が開いてしまうので、
缶詰のフタは「燃えない 
ごみ」に出して下さい！ 

レシート、カー
ボン、圧着はが
き、ビニールの
窓付き封筒はダ
メ！ 

マークを 

見て分別 

 ボトル缶はすすいだ後 
フタ付きで出して OK！ 

紙袋に 

IN！ 

  缶類編    その他紙編  
… 

http://tamasato.jimdo.com/


 

  

資源回収日  ：４／５（第１月曜日） 

不燃ごみ収集日：４／21（第３水曜日） 

可燃ごみ収集日：４／2、6、9、13、16、20、23、

27、30（毎週火・金曜日） 

 

 

  
 

 

 

 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

郵送
遠方のご家族やお友達に！ 
 

＊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）  

～ 令和３年４月の行事予定（３／24現在）～       
４／３（土） 玉里保育所入園式 

４／７（水） 玉里小学校入学式 

       江刺東中入学式 

４／８（木） たまさと児童クラブ入会式 

４／18（日） 春のクリーン行動（午前６時～） 

       狂犬病予防注射 

 

 2021年３月 11日、東日本大震災から丸

10年が経過しました。当日は玉里地区セ

ンターの駐車場に、ささやかながら明か

りを灯し、震災の犠牲となられた方々の

ご冥福をお祈りするとともに、被災地に

心を寄せました。あの日のことを忘れず

に、次世代へ伝えていきましょう。 

狂犬病予防注射 

４月 18日（日）9：50～10：40 

玉里地区センター 

 
 

玉里地区の人口・世帯数（R３年２月 28日現在） 

                  前月比  

人 口： １，５１０ 人      -１ 人 

   （ 男 性  ７４７ 人 ）           （ -２ 人 ） 

（ 女 性  ７６３ 人 ）           （ +１ 人 ） 

世帯数：   ５９０ 世帯     +１ 世帯 

 この冬は雪がどっさり降り長く感じたので、桜

の開花がいつもに増して待ち遠しい！ 

 玉里の新名所、「小菅生石割桜」は一重の桜と

八重桜が時間差で楽しめます。 

 今年もブログ等で開花状況をお知らせします

≪ご利用者さんの声≫ 

 長野県にお住いの菊池清記さんより、お返事が

届きましたのでご紹介します。（一部抜粋） 
 

玉里地域の将来構想らしき資料があれば知りた
い。 

コロナ細菌が人類滅亡のごとく全世界に勢力を広
げています。抵抗薬品も使用されようとしています。
全人類の願いになっています。コロナ細菌とさよな
らを。 
 

≪担当より≫ 

玉里では「第３次振興計画（後期計画）」を令和２

年３月に策定し、将来の目標を明らかにしています。

ホームページからもご覧いただくことができます。 

本当に早期の新型コロナウイルス収束を願ってや

みません。お体に気を付けてお過ごしください！ 

↑約 700個の明かりを
灯しました。 
←会議で来所した方に
見ていただきました！ 

 令和２年度、社会福祉部に寄せられた寄付金で、

各会館に椅子を２脚ずつ購入させ 

ていただきました。地域での 

集まりなどにご活用下さい。  

春のクリーン行動 

４月 18日（日）6：00～ 

玉里地区内 


