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資源回収日  ：４／４（第１月曜日） 

不燃ごみ収集日：４／20（第３水曜日） 

可燃ごみ収集日：４／1、5、8、12、15、19、22、

26（毎週火・金曜日） 

※ 4/29（金）の可燃ごみ収集はお休みです。 

 

 

 

 

 

期間 ４月 ６日（火）から 

   ４月 15日（木）の 10日間 

交通事故死ゼロを目指す日：４/10（日）  

       
                                        

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 出 者（敬称略） 

部署名 職名 氏名 転出先 部署名 職名 氏名 転出先 

江刺東中 校長 関川 寛司 江刺第一中校長 江刺東中 教諭 横澤 夏実 江刺第一中教諭 

〃 副校長 佐々木広一 千厩中副校長 〃 教諭 曽根 真理 住田・世田米中教諭 

〃 教諭 菊池  徹 退職 〃 養護教諭 田村 尚子 退職 

〃 教諭 高木誠一郎 江刺第一中教諭 玉里小 校長 冨田美奈子 九戸・伊保内小校長 

〃 教諭 八重樫善則 江刺第一中教諭 〃 教諭 小沢 昭子 平泉・平泉小教諭 

〃 教諭 田村 敬済 二戸・浄法寺中教諭 
JA江刺 

支店長 遠藤 静子 
共済部次長 

兼 LAトレーナー 

〃 教諭 中村 真也 江刺第一中教諭 
玉里支店 

副支店長 藤原 友香 
金融部金融課 

本店店長 

〃 教諭 星川 陽一 江刺第一中教諭 
 

〃 教諭 及川 美子 一関・磐井中教諭 

 

玉里地区の人口・世帯数（R４年２月 28日現在） 

                  前月比  

人 口： １，４５３ 人      -２ 人 

   （ 男 性  ７１９ 人 ）           （ -３ 人 ） 

（ 女 性  ７３４ 人 ）           （ +１ 人 ） 

世帯数：   ５７２ 世帯     ±０ 世帯 

☆ 玉里振興会から 
 住んでいい地域 住ませたい地域 玉里 

佐々木 広一 副校長先生 

 この１年間、明るく素直な江刺

の子ども達と共に活動できた時

間はとても幸せでした。また、地

域の皆さまにはたくさん支えて

頂きました。感謝の気持ちで一杯

です。ありがとうございました。 

  
星川 陽一 先生 

部活動でトレセンをお借りし、た

くさん練習をさせていただきまし

た。ありがとうございました。 

2019 年 11 月の歳末助け合い演芸

会でジャグリングのパフォーマンス

をしたことが良い思い出です。また

ご縁があればお呼びください。 

及川 美子 先生 

いつも江刺東中学校生を見守って

いただき、ありがとうございました。

防犯委員会での地区の皆様の温かい

心配りに感謝しております。３年間

お世話になりました。ありがとうご

ざいました。 

 及川 正良 先生 

私は令和２年４月から江刺東中

学校でお世話になりました。２年

間という短い期間でしたが、地域

の方々に支えていただき感謝申し

上げます。 

横澤 夏実 先生 

３年間という短い間でしたが大

変お世話になりました。地域の方

に支えられて頑張ることができま

した。本当にありがとうございま

した。次の勤務地でも皆様からい

ただいた御恩を送ることができる

よう努力していきます。 

中村 真也 先生 

地域の方々に見守られ、伸びのび

と子どもたちが成長できる環境をつ

くっていただいたと思います。あり

がとうございました！！ 

関川 寛司 校長先生 

 地域のみなさまに支えていた

だき、学校を運営してまいりまし

た。 

 生徒はこの東陵の地から一中

で学ぶこととなりますが、まだま

だ支えが必要です。かわらぬご支

援をお願いします。今までありが

とうございました。 

菊池 徹 先生 

お世話になりました。樋茂

井会館での鶏舞練習、農業ト

レーニングセンターでの練習

試合、地区センターでの生徒

総会、一般家庭での農業体験

など、思い出がたくさんでき

ました。特に今年は新型コロ

ナウイルス感染症対策で職場

体験中止の学校が多い中、き

らり次丸様、キクセイ自動車

様、JA玉里 GS様、ハネダコン

クリート様、夢来の味房様、

郵便局や小学校でも生徒を受

け入れてくださり、貴重な学

びを支えていただきました。

ありがとうございました。 

閉校に伴い異動となった方々か

ら、地域へのメッセージを寄せて

いただきましたのでご紹介いたし

ます。お忙しい中、ありがとうご

ざいました！ 

 

高木 誠一郎 先生 

ありがとうは何度言ってもい

い。感謝の数だけ人生は豊かにな

る。今までお世話になりました。

そしてありがとうございました。 

転 入 者（敬称略） 

部署名 職名 氏名 前任地 

玉里小 校長 早川 宏昭 九戸・山根小校長 

〃 教諭 今野ともみ 前沢小教諭 

JA江刺 支店長 竹田 順子 金融部金融課本店店長 

玉里支店 副支店長 菊池かおり 岩谷堂支店副支店長  

～ 令和４年４月の行事予定（３／24現在）～ 
      

４／５（火）玉里保育所入園式 

４／７（木）玉里小学校入学式 

      江刺第一中学校入学式 

４／８（金）たまさと児童クラブ入会式 

４／17（日）春のクリーン行動（6：00～） 

      狂犬病予防注射（9：50～10：40） 

 

八重樫 善則 先生 

３年間お世話になりました。 

江刺の東陵でのたくさんの素

晴らしい出会いに感謝していま

す。 

田村 敬済 先生 

地域とともに学び合った学校

でした。６年間ありがとうござい

ました。 

曽根 真理 先生 

３年間お世話になりました。 

江刺東中学校で様々な新しい体

験ができ、自分の糧にできたと思

っています。ありがとうございま

した。 

地区歓送迎会は 

中止します 
 

今年度も地区歓送迎会を開催

しないことといたしました。 

ご理解いただきますようお願

いいたします。 

田村 尚子 先生 

昭和 63 年から玉里小、江刺東中と 17 年間玉

里の皆様にお世話になり、江刺東中ラストの３

年間もまた思い出あふれる玉里で過ごすことが

できました。 

凧の作り方、餅のつき方を教えてもらい、「ほ

うしょうの玉」の伝説を聞き、玉里甚句の可愛

らしさに拍手を送った懐かしい日々。私を育て

て下さった玉里の地、これから益々の発展をお

祈りいたします。ありがとうございました。 

小岩 珠子 先生 

明るく、元気な生徒と１年間共に過ごせたこ

とに感謝いたします。 
ありがとうございました。 
佐藤 和明 さん 

２年間、江刺東中学校の素晴らしい環境の中

でお仕事させていただきました。ありがとうご

ざいました。 

新天地でのご活躍をお祈りいたします！ 

ありがとう 江刺東中学校 特集号 
４月 17日（日）午前６時～ 

ご協力をお願いいたします。 

異動者については分かり次第

お知らせいたします。 

http://tamasato.jimdo.com/


 

 

 

 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
           
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 【（大地讃頌を歌った）体育館ステージ】 【図書室】 

【美術室】 

江刺東中学校は４月から江刺第一中学校へ統合します。３月 19 日に閉校

式を行い、４3年の歴史に幕を下ろしました。 

コロナ禍で閉校行事が縮小されるなど、寂しいお別れではありましたが、 

【学び舎（３F から）】 【昇降口】 

【階段と踊り場】 

 閉校に伴い保管が難しくなった江刺東中学校歴

代の卒業アルバム、生徒会誌「真理」、PTA 会報「五

輪峠」、創立周年記念誌などを玉里地区センターで

お預かりすることになりました。  

少し抜けている年度もありますが、閲覧を希望す

る方は事務室までお声をかけてください。 

※ 貸し出しはいたしません。 

江刺東中学校の 
歴史・軌跡・思い出 
玉里地区センターで 
お預かりしています 

私は２年間この江刺東中学校で過ごしましたが、まずは、今

までありがとう、お疲れ様でした。と言いたいです。 

 そんな江刺東中学校での思い出は、東中最後の運動会で

す。紅軍青軍共に団結することで、運動会を最高のものにでき

ました。そして、東中の伝統である応援を、一中へしっかり引き

継いでいきたいという気持ちを一層高めることができました。 

今後の抱負としては、来年は中学校生活最後の中総体や

受験などがあるので、部活・勉強と 

もに、より上を目指していきたい 

です。また、最上級生としてその 

ような姿を後輩たちに見せるこ 

とで、後輩たちを引っ張っていき 

たいです。  

 

  
学び舎である江刺東中の紡ぐであろう歴史が八十年、

或いは百年余なのか、那辺まで歩み進めるものなのか…

いま、その歩みの途中なれど、ここまでの四十三年という

道標の看板を、皆で手をかけ、皆で支えながら、東陵の丘

に建てたことは決して忘れることはありません。 

それは形のある看板では無く、地域の皆さんと私達や

生徒達の取組みの膨大な積重ねで記した「記憶の看板」

であり、何人も触れて壊す事の出来ない、目を閉じると浮

かんでくる優しくて温かい笑顔満開の、江刺東中の大看

板です。 

東中学区の小学校の卒業生はバスで一中に通うこと

になりますね。私も中学校に入る時、14 名の同級生が

200 名（5 クラス）に増えたので、不安や希望が入り交じ

ったのを覚えています。一回に全部覚えようとしたり、クリ

アしようとしたりせず、玉小スローガンにある「笑顔で登校

・感謝で下校」は不変な人生の心持ちですよ。しぜんな挨

拶から始めてください。引きつった笑顔も徐々に和らぐと

思います。ぜひ楽しんで学んでください。遠い道のりがむ

しろ自立した自分を育てるのだと思います。友達は自分の

鏡です。増えれば自分の魅力も増えると思ってたくさん友

達を増やしましょう。 

H29・30年度 

第２０代 PTA会長  

菊 池   祐 さん （中央） 

運動会の応援合戦、文化祭での合唱、熱中した部活動など、江刺東中学校で過ごした時間は、

ひとりひとりの心の中に思い出として輝き続けることでしょう。 

今回は「ありがとう江刺東中学校」の特集に際し、三人の方に思い出などを寄稿していただ

きました。お忙しい中ありがとうございました。 
   

H２５年度前期・H２６年度後期 

生徒会長  

後 藤 美 侑 さん （大森） 

R３年度後期 

生徒会長  

昆 野 歩 夢 さん （青篠） 

 中学校での生活を振り返ると、記憶の中に部活でのことが色濃く残っています。

当時のバドミントン部の同級生は人数も多く、個性も強いのでよく喧嘩？感情の行

き違い？があったように思います。しかし、その分楽しい出来事も多くありました。ま

た、当時の顧問の立花先生はユーモアのある方で、その中にも優しさ、厳しさを感

じ、立花先生のような大人になりたいと、実は思っていました！（笑） 

 この文を書かせていただくことが決まり、改めて中学生時代を思い出すと、些細

な会話から行事まで、私の中学生時代は幸せなことで溢れていたのだと感じまし

た。書き出すと何千字にもなってしまいそうです。（笑） 

春から江刺一中に通う皆さん、今は楽しみや不安でいっぱいだと思います。私

も中学生になる時は友達や勉強など不安が多くありました。でも、不安はどんどん

口に出して、周りの人に頼ると良いと思います。実は、皆さんの周りには支えてくれ

る人がたくさんいます。 

皆さんが幸せな学生生活を送れるように祈っています！ 


