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地  区 配分金額（円） 

川 西 862,000 

川 東 715,200 

下川原 594,700 

桜木団地 222,900 

田 谷 850,250 

二子町 694,950 

合 計 3,940,000 

時   間 地   区 

10：00～12：00 川西 ・ 川東 ・ 下川原 

13：30～15：30 桜木団地・田谷・二子町 

地  区 配分金額（円） 

川 西  48,250  

川 東 53,500 

下川原 53,000 

桜木団地 26,250 

田 谷 93,250 

二子町 57,500 

合 計 331,750 

中止のお知らせ 
令和３年度 

堤防除草作業委託料配分について 

■期 日 ： 令和 4 年1 月22 日（土） 

■場 所 ： 江刺愛宕地区センター 会議室 
 

もしもの災害時等に備え、毎年【要支援者台帳】を

見直し、更新を行っています。 

地域の見守りを希望される方は、民生委員に登録

を申し出てください。対象は、「支援がなければ避難す

ることができない在宅者で、かつ家族 

による支援が受けられない方」です。 

みのりと うるおいの郷 おだき 
令和２年度のリサイクル分別収集の実績により、リサイクル

活動費 250,120 円、地区活動補助金 52,800 円、合計

302,920 円が江刺公衆衛生組合連合会から交付されま 

した。これに保健衛生部が上乗せして、各自治会へ地区活動

費を下記のとおり配分しております。 

ごみが資源となるか、焼却や埋め立てられるかは、ごみを 

捨てるときに決まります。ごみと資源を分別することで、資源 

は再利用され、その結果として、 

ごみの量は減っていきます。 

これからも積極的に資源の 

リサイクルに取り組み、ごみを 

減らしていきましょう。 

社会福祉部 

地区活動補助金 および 
リサイクル活動費交付 について 当日は『３蜜』を避けるために、以下のとおり

午前と午後に分けて台帳の見直しを行います。 

今年度の堤防除草作業

委託料配分は右記のとおり

です。 
 

例年、地区のみなさんの 

ご協力により、堤防の除草 

作業が進められております。 

ありがとうございます。 

避難行動要支援者台帳作成会 
『愛宕地区新年交賀会』ですが、参加者で 
会場が密になり、会場内においても新年の 
あいさつや会話に制約が生じるなどと判断し、

今年度も開催を見送ることにいたしました。 
昨年に続き、中止となり大変残念ではあり 
ますが、昨今の状況から地区の皆さんには、 
ご理解いただきますようお願いいたします。 

回収対象品目は、投入口 『 タテ 15ｃｍ× 

ヨコ 2５ｃｍ』 に入る以下の小型家電です。 
  

●携帯電話・PHS   ●電話機・FAX 

●ポータブルラジオ  ●デジタルカメラ 

●ビデオカメラ     ●ICレコーダー 

●携帯型音楽プレーヤー   ●電子書籍端末 

●携帯型DVD・ブルーレイディスクプレーヤー 

●電子辞書    ●電卓    ●電子血圧計 

●据置型・携帯型・家庭用ゲーム機 

●カー用品（カーナビ・カーオーディオ・ETCユニット等） 

●リモコン   ●ACアダプタ 

●充電器等の付属品  

 使用済小型家電  

 

回収するのは、直管・サークル管のみです。 白熱

電球やハロゲンランプ、グロー球、割れた蛍光管は、

紙で包んで燃えないごみに出してください。 

乾電池は袋から出して、回収ボックスに入れてく 

ださい。ボタン電池やリチウム電池の回収は行って

いません。 

 蛍光管・乾電池 

回収ボックスは、センター玄関内の左側に設置してあります。 

師走になり大掃除の季節ですね。 家庭において不要

になった小型家電や、蛍光管・乾電池の処分は、地区セン

ターの回収ボックスをご活用ください。 
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日 曜日 行事名 時間 場所 
４ 火 仕事始め   

5 水 燃えないごみ・プラ類のみ   

９ 日 奥州市成人式   

１０ 月 奥州市消防出初式  奥州市文化会館 

１２ 水 体育振興部役員会 １９：００～ 地区センター 

１３ 木 江刺第一中学校始業式   

１8 火 江刺愛宕小学校始業式   

19 水 リサイクル全品目   

２２ 土 
避難行動要支援者台帳作成会              

（自治会長・区長・民生委員・小集落長・社会福祉部委員） 

１０：００～ 1・2・3 区 

１３：３０～ 4・5・6 区 
地区センター 

２５ 火 立哨活動事前会議 １９：００～２０：００ 地区センター 

団体名 利用日 団体名 利用日 

ラージボールクラブ 17.  21.  24.  31 パッチワーク＆手芸同好会 5.  19 

E.D.S（月コース） 10.  １７.  24.  31 レブリー・ベル 12.  26 

E.D.S（水コース） 5.  12.  19.  26 絵手紙同好会 13.  20.  27 

E.D.S（金コース） 7.  14.  21.  28 下川原よさってクラブ 6.  13.  20.  27 

翔の会 11.  18.  25 〒４３５１岩手なるこ村 6.  13.  20.  27 

体育振興部卓球部 １１．  ２５ ヨガクラブ サヴァーアサナ ８.  22.  29 

江刺 MJ クラブ ４．  １８  

■１月の行事予定 

■センター利用団体 

年末年始休館日のお知らせ  
令和３年12月29日（水）～令和４年1月3日（月）

まで、全館休館とさせていただきます。 

NHK では、日本各地に眠っている、お取り寄せ不可の絶品郷土料理

を探し出し、『宝めしグランプリ』を決定するグルメ番組を放送します。 

今回、後中野の「ぐんにゃもち」が【北海道・東北ブロック】代表として

選ばれました。すでにロケも済ませ、お正月の放送日を待つだけです。

当日は、テレビでおなじみの料理人や料理研究家などの専門家たち＝

総勢 100 人が試食して『宝めし』を判定します。 ｄボタンで視聴者参

加による得点もあるようです。 

地元に伝わる郷土食を、家族みんなで応援しよう！ 

≪ 放送日 ≫ 

NHK BSプレミアム 

「宝めしグランプリ」 

小原先生の指導を受
けながら、スワッグ（壁
に掛ける飾り）を作りま
した。 材料は同じです
が、花材の入れ方や、リ
ボンなどで、ひとり一人
個性ある温かい作品が
出来上がりました。 

 久しぶりに開かれた生涯学習部の事業に、

地域の方々が集まり、楽しい時間を過ご 
されました。 

昨年に引き続き、今年も新型コロナウイルス感染症へ

の対応に揺れた一年となりました。感染状況が落ち着き

を見せた今もなお、流行の『第 6 波』への懸念が続い

ています。 

改めて、このような状況が一日も早く収束に向かいま

すことと、皆様のご健康をお祈り申し上げます。   

どうぞ、よい一年をお迎えください。 

新年もよろしくお願いいたします。 
 

江刺愛宕地区センター職員一同 

令和 年 月 日（土） 

14：00～17：00 

田谷地区 後中野集落の 
「 」が紹介されます 

※ 新型コロナウイルス感染状況により、予定していた行事が変更・中止となることがあります。 あらかじめご了承ください。 


