
令和４年 1月２７日（木） 

発行：江刺愛宕地区センター 
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№ 計画事業名等 取組方針 市からの回答   
１    
前中野公園遊具の整備   

Ｃ   

都市公園遊具等施設の長寿命化計画の策定において、当該遊具の
改修計画を検討しております。当面は、独立した遊具としてご利用をお
願いします。 
   

２   
道路舗装 

愛宕字駒籠地内の 

市道オダ 83   
Ｃ   

舗装新設につきましては、各地区から多くのご要望をいただいてお
り、道路整備計画に沿って年次計画により整備を進めております。当該
箇所につきましては、早期の事業着手は難しい状況です。道路パトロー
ル等により適切な維持管理に努めてまいります。 

 

 午  前 午  後 

行き 帰り 行き 帰り 

江刺ふるさと市場 8：４０ １１：０５ １３：１０ １５：３５ 

愛宕地区センター ８：５０ １０：５５ １３：２０ １５：２５ 

 
 
江刺総合支所 

(ワクチン接種会場） 
９：００ １０：４５ １３：３０ １５：１５ 

プラザイン水沢 

(ワクチン接種会場) 
９：１５ １０：３０ １３：４５ １５：００ 

新年のご挨拶 

みのりと うるおいの郷 おだき 

令和３年度地区要望に対する回答が、市より下記のとおり示されました。 

振興会から 

江刺愛宕地区振興会長 佐藤 悦夫 

令和 3年度地区要望回答 

新年おめでとうございます。皆様方におかれましては、心新たに輝かしい 

新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

旧年中は、コロナ禍にもかかわらず、格別のご支援ご協力を賜り、誠に有難うございました。 

当会の事業も、コロナウイルス感染拡大防止からほとんどの活動を自粛し、秋になって感染が落

ち着いた時期に、専門部事業で久し振りに地区センターが活気を取り戻した状況でした。 

 また昨年 10 月に奥州市道路整備計画の説明があり、令和 4 年度から 8 年度までの 5 年間の

愛宕地区内 7路線が計画（案）に示されました。各自治会からの要望を受けて統一要望した結果

であり、着実な整備促進を期待するものであります。 

本年は、昨年経験したコロナ禍を教訓に、感染防止対策を十分に行った上で地区の皆さんが元

気に参加できるよう主要事業を実施してまいりたいと思います。また、住み良い地域づくりに向

けた「地区要望の実現」、「愛宕地区コミュニテイ計画の見直し」、「地域振興等に関わる『SDGs
ｴｽ･ﾃﾞｲｰ・ｼﾞｨｰｽﾞ

（持続可能な開発目標）』の研修」、「防災と自主防災組織の再確認」など将来に 

わたって着実に成長する魅力ある地域づくりを進めたいと思います。 

この一年が皆様にとりまして幸多い年となりますよう、心からお祈り申し上げ 

新年のご挨拶といたします。 

■取組方針について 

Ａ：要望の趣旨に沿って措置  

Ｂ：実現に努力していくもの 

Ｃ：当面は実現できないもの    

Ｄ：実現が極めて困難なもの     

Ｅ：その他 

新型コロナウイルスワクチン接種無料送迎バス運行について 
新型コロナワクチンは、オミクロン株の蔓延もあり、3回目

の接種を高齢者は前回の接種から 7 か月の前倒しで行う

ことになりました。 

このため 2 月 5 日から集団接種会場を開設し、前回同

様、地区センターと集団接種会場を結ぶ無料シャトルバスを

右記の通り運行します。なお、今回から『江刺ふるさと市場』

でも乗降できるようになりました。無料送迎バスを利用され

る方は、コース名を確認してご乗車ください。 

・愛宕地区は江刺南コース  

・バス会社は岩手県交通です。 

■運行期間 

令和 4年 2月 5日～4 月 30 日まで（土・日限定） 

※集団接種会場は、4 月以降【江刺総合支所】から【ささら 

ホール】となりますが、バス乗降場所は江刺総合支所です。 



■市長表彰 

【勤続功労章】 

・高橋  朗（第 1部） ・小沢  亮（第 1部） 

・熊谷 将哲（第 3部） ・菊地 徳明（第 5部） 

【勤続章】 

 ・高橋 一洋（第 4部） ・高橋 勝史（第 4部） 

【功績章】 

 ・小沢 正直（第 1部）  ・菊地   忍（第 3部） 

【精錬章】  

・高橋 裕輔（第 3部） 
 

■市長感謝状 

【退団者】 

・高野  豪（第 1部） ・紺野 和博（第 1部） 

・菊地 清隆（第 3部） ・菊地 克也（第 4部） 
 

■県消防協会胆江地区支部長表彰 

 【精錬章】 及び 【勤続章】 

  ・高橋 武彦（第 1部） 

 【優良部】 

  ・第 2部（國分 浩章部長） 

 【無火災表彰】 

・第 2部（國分 浩章部長：5年間） 

・第 3部（熊谷 将哲部長：4年間） 

・第 5部（小沢 真博部長：5年間） 

市民税・県民税（国民健康保険税） 
申告相談を行いましょう！  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日 曜日 行事名 時間 場所 
2 水 燃えないごみ・プラ類のみ   

16 水 リサイクル全品目   

19 土 江刺教育振興運動実践発表会 10 : 00～ 江刺中央体育館 

２７ 日 奥州市地域ぐるみ防災セミナー １３：３０～１５：３０ ささらホール 

団体名 利用日 団体名 利用日 

ラージボールクラブ 7.  14.  21.  28 江刺 MJ クラブ １.  1５ 

E.D.S（月コース） 7.  14.  21.  28 レブリー・ベル 9.  23 

E.D.S（水コース） 2.   9.  16 パッチワーク＆手芸同好会 2.  16 

E.D.S（金コース） 4.  18.  25 下川原よさってクラブ 3.  10.  17.  24 

翔の会 8.  15.  22 〒４３５１岩手なるこ村 3.  10.  17.  24 

体育振興部卓球部 8.  22 ヨガクラブ サヴァーアサナ 5.  19.  26 

月  日 行政区 

2 月 14 日（月） 愛宕 １区・4 区・5 区・6 区 

2 月 15 日（火） 愛宕 ２区・3 区 

■センター利用団体 
■２月の行事予定 

 令和４年 1月 10 日に開催された奥州市消防出初式で

表彰を受けられた方々です。                 （敬称略） 

地域の安全・安心のため消防団による日頃の活動に、
心から感謝いたします。 

このたびは、おめでとうございます。 

事業中止 お知らせ 
2 月 6日（日）に予定していた愛宕地区体育大会

（卓球）は、体育振興部役員会で協議した結果、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止のため中止としました。 

また、奥州市民体育祭綱引競技も開催が中止となっ

ております。 

  令和 3 年分の申告相談は、2月 14日から各地域を

巡回して行います。新型コロナウイルス感染予防の観点

から、自宅で申告書を作成し、郵送での提出にご協力く

ださい。ただし、郵送などでの提出ができない方は、愛宕

地区の申告相談の日程は、下記のとおりとなっております

ので『広報おうしゅう 1 月号別冊申告相談特別号』に記

載されている留意事項をお読みになり、会場にお越しくだ

さい。 

■会  場    江刺総合支所２階 ２１２～２１４会議室 

■受付時間  ９：００～１５：３０ 

体育振興部より 


