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住んでいい地域 住ませたい地域 玉里  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会費内訳

（円） 
前期分 後期分 合 計 備 考 

会費納入期限 

 

５月 31日（月） 
 

運 営 費 2,900 － 2,900 各部事業に充当 

教育振興会費 350 － 350 老耳を除く 

自治会保険料 150 －  150 振興会主催行事 

合 計 3,400 0 3,400 3,000円減額 

新型コロナウイルスの影響で昨年度は各種事業が縮小や中止となったことか

ら、令和 3年度に限り会費額を 3,400円とします。 

今年度も振興会会費の納入にご協力お願いいたします。 

【玉里振興会新役員体制（敬称略）】 
 

会  長 千葉  祐（昭和）  

副会長 及川 芳充（大塚）  家子 裕茂（小菅生） 

監  事 及川 則男（玉崎） 菊池 和明 （青篠）  

 

社会福祉部 環境保健部 社会体育部 生活安全部 

部長 松本 正宣 部長 菊池 正典 部長 菊池 憲一 部長 松本 敞行（防犯） 

副
部
長 

中田 正文 
副
部
長 

佐藤 精真 
副部長 

遠藤 国博 
副部長 

伊藤 保（交通安全） 

及川幸亀（民児協） 菊池 恵子 

（食改善） 

菊池 暁 菊池 博光（防災） 

佐藤恵子（女性部）  菅野 知世（母の会） 

後藤 光子（消防協力会） 

 

● 行政区長（敬称略）  

中田 正文（１区長） 

本田 雅義（２区長） 

高橋 政義（３区長） 

       

○新  

○新  

令和３年度玉里振興会役員体制が総会等で

承認を得て決定しましたのでご紹介します。 

今年度も当振興会の事業等にご協力お願い

いたします。 

○新  

～退任のあいさつ～ 家子 裕茂 

 地区センターにお世話になり 5年と 3か月が立ちました。長いようでありながら、あっという間に過ぎてしまいました。 

 会長はじめ皆様に支えられながら、何とかやってこれました。感謝申し上げます。大変ありがとうございました。その
中で PTA からの要請で児童クラブの開設ができたことは、印象的です。また最近は、新型コロナウイルス感染症拡
大防止のために色々な行事等が延期や中止やらで、今まで経験したことないことが出てきて驚くやら、事業の実施
の仕方に悩まされたことが多くありました。その中、棚田のホタル火は中山間地の地形を利用したもので、幻想的な
世界を作れ、感動したところでした。また、たまてばこの実施は大変好評であったことは嬉しいものでした。 

 人口減少で過疎化が進み保育所や学校の再編が進んでおります。これより近隣の地区との調整も出てくるものと
思われます。さらに新しい課題が山積みになってきております。ひとつずつ解決しなければならないものと感じられま
す。 

 今度は副会長という大役を担うことになり、重責を感じたところであります。住んでいい地域、住ませたい地域を目
指し、会長を助けながら頑張りたいと思います。引き続き皆様のお世話になることになります。どうぞよろしくお願いしま
す。 

 末尾になりましたが、皆様のご多幸とご健勝を祈念し挨拶とします。 

○新  

女性部 青年部 生涯学習部 

部長 佐藤 恵子 部長 菅野 大晴 部長 宮田 明子（教育振興会） 

副部長 菊池 かよ 副部長 伊藤 浩紀 副部長 菊池 慧（文化財） 

菊池香奈恵  

○新  

○新  

○新  

佐藤 精真（4区長） 

及川 芳充（５区長） 

阿部 芳之（6区長） 

菊池 賢一（７区長） 

○新  

○新  

○新  ○新  

    

 
４月から新体制です。 
よろしくお願いします！ ○新  

○新  

○新  

○新  ○新  

～挨拶～ 玉里地区センター事務長 安部 賢 

 この 4月から玉里地区センター事務長として着任しました安部賢（あ

べすぐれ）と申します。老耳部落出身です。どうぞよろしくお願い致しま

す。私は旧玉里農協から約４０年間地域の皆様に支えられて３月末

日をもってＪＡ江刺を定年退職することが出来ました。在職中は何かと

お世話になり、ありがとうございました。この場を借りてお礼申し上げま

す。これからは、地域の皆さんへ恩返しをする覚悟で職務を全うします

のでよろしくおねがい致します。 

～挨拶～ 玉里地区センター長 高橋 正芳 

例年になく大雪だった冬があけ、春本番を感じさせる今日この頃となりました。 

私は、この４年間は事務長として地域や職場の協力を頂きながら無事務めることが出来ました。感謝申し上げま

す。 

この度、４月から家子センター長の後を受け、センター長を拝命致しました。 

今、新型コロナウイルスの拡大防止に関してはまだまだ終息が見えず地域行事をはじめ住民生活に大きな影響が

出ております。以前の生活に戻るにはまだまだ時間が必要ではありますが地域振興が少しでも前進するよう努めて

参りたいと思います。前任者同様引き続き皆様のご支援ご協力の程をどうぞよろしくお願い致します。 

 奥州市では災害時の避難所における避難者の携帯端末等による情報収集や連絡等を可能とするために、公

衆無線 LAN（Wi-Fi）サービスの運用を開始します。4月から地区センターでも利用可能となっています。 

≪災害時≫ 

避難所開設時には認証無し、時間制限

なしで利用可能です。 

≪通常時≫ 

・ユーザー認証、パスワードを入力すること

により利用可能です。 

・午前 8時～午後 9時まで 

・1日 3回（1回あたり 20分）利用可能 



   前回の「たまさと便り 4月号」で掲載できなかった異動者の方達をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

非常勤講師 

(すこやか 

ｻﾎﾟｰㇳ ) 
阿部 美穂 太田代小学校 玉里小 

教諭 高橋 元子 前沢小学校 

非常勤 
講師 

狩野由紀夫 水沢小学校 

支援員 及川 愛  

JA江刺 
営農支援 

ｾﾝﾀｰ長 
後藤 拓 

中央 CE 

事業所長 
JA江刺 

営農支援 
ｾﾝﾀｰ長 

和川 賢治 
営農推進部 

米穀課 

課長補佐 

異動や退任をした方々に、本来であれば地区歓送迎会の場でご挨拶をいただいておりましたが、新型コロ

ナウイルスの影響で開催できなかったことから、たまさと便りでメッセージをご紹介させていただきます。 

二年間という短い期間ではありまし

たが、地域の皆様には、大変お世話

になりました。 

いろいろと支えていただき、心より感謝

しております。ありがとうございました。 

私は、玉里地区センター前の人首川

沿いに咲く満開の桜の景色が大好き

でした。 

玉里の豊かな自然と地域の方々の温

かさに囲まれながら、すくすくと育つ子

どもたちは、本当に幸せだと思います。 

これからも、子どもたちの健やかな成長

と地域の皆様のご多幸をお祈りしており

ます。 

 当センターでは、玉里・米里・梁川・広瀬の 4 地区を担当しており、組合員の皆様の営農活

動を支援しております。私は令和 2 年 4 月に着任し、1 年間という短い期間でしたがたくさんの

方々のご協力をいただき務めることができました。  

 地域の方々、組合員の皆様に深く感謝申し上げ転出にあたっての挨拶といたします。ありがと

うございました。 

 行政区長として 4 年間奥州市と行政のパイプ役そして振興会理事として振興会の大きな目標「住んでいい

地域・住ませたい地域玉里」を目指して精一杯頑張りました。その間振興会、行政区の皆様方にはご協力を

頂きありがとうございました。また、地区センターのセンター長、職員の皆様方にはご鞭撻をいただきましてありが

とうございました。区長も 3月で何事もなく退任できると思っていたら、2月 16日強風により、ゴミ集積所倒壊とな

り、関係者と協議し移転することとなり、市に移転申請を行うなど時間がかかりました。その間 1 ヶ月あまり 5 区

自治会、玉崎組合のゴミ集積所に搬入するなどお世話になりました。申請許可がおり 3 月 5 日から移転場所

で搬入しています。ありがとうございました。 

 玉里振興会の皆様方ご協力ありがとうございました。 

前 JA江刺玉里営農支援センター センター長 後藤 拓さん 

前 6区行政区長 松本 正宣さん 

 地区の皆様におかれましては、ますますご健勝にてお過ごしのことと、お慶び

申し上げます。 

 このたび、任期満了により 4区行政区長を退任させていただきました。4年間

の在任中、青篠、中央両自治会の皆様には大変お世話になり、感謝いたし

ます。地域と行政のパイプ役としての十分な任務を果たせたかは疑問でありま

すが、大きな災害に見舞われることもなく、安堵しているところです。また、福祉

活動推進委員として地域の福祉活動に若干ではありますが参画できたことは

勉強になりました。 

 コロナウイルス感染症が収束してコミュニケーションの場が戻ることを祈念し

退任の挨拶といたします。 

前 ４区行政区長 菊池 正典さん 

 子どもは地域の宝。まさにそれを体現する玉里地区の皆さんの姿を見続けてきた 3 年間で

した。甚句、自転車、りんご、米、そして数々の教振活動。そこにはいつも生き生きと活動する

子供らの笑顔、そしてそれを支え見守る地域おひとりおひとりの温かい眼差しがありました。いろ

いろな体験活動を重ね、豊かな心を養い着実に力をつける子どもたちを前に「玉里っ子」は

幸せだなとつくづく感じました。何よりも私自身が多くのことを学ばせていただきました。これまで

のご支援に心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。 

 大好きな玉里から転出するのは、寂しい気持ちで

いっぱいです。とってもおいしいリンゴ、お米、地域の

方々の協力を得ながら取り組んでいる自転車、甚

句、等すべてが大好きです。 

 5 年間本当にお世話になりました。毎日が充実し

楽しく過ごすことができました。これからも陰ながら応

援させていただきます。 

 玉里の玉は「宝」の意味があるとのこと。その地域

の子ども達との 3 年間は私にとっても「宝」になりまし

た。この素晴らしい土地を離れますが、心は側にい

つまでもあります。これからも宝である子ども達が健

全に成長できるよう、よろしくお願いします。ありがとう

ございました。 

 1 年という短い間でしたが、お世話になりました。歴

史ある玉里で子どもたちの指導ができたことは、とても

貴重な経験でした。統合の際には我が子が玉里小

の児童となるので、またお世話になると思います。そ

の時はよろしくお願いします。1 年間ありがとうございま

した。 

前 玉里小学校副校長 高橋佳文さん 

前 玉里小学校教諭 星 智之さん 前 玉里小学校教諭 村上 毅さん 

前 玉里小非常勤講師（すこやかサポート） 阿部 美穂さん 

前 玉里保育所副所長 有住 百香里さん 


