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世帯数・人口  (令和４年 1月末現在) 

     世帯数 人 口 男 性 女 性 

奥州市 46,067 113,081 55,036 58,045 

広 瀬 420 1,073 547 526 

広瀬前月比  －3 －6 －3  －3 

(世帯数･人口を掲載します参考にしてください｡)  

広瀬放課後子ども教室 

スタッフ募集！！ 
広瀬放課後子ども教室は 

毎週月・水・金曜日の午後３時～午後６時まで、 

広瀬地区センターで開設しています。 

応募資格の制限は何もありません。 

あなたもスタッフに登録してみませんか？ 

仕事内容：放課後の子供たちが安全で健やかに 

過ごすための見守り 

謝  金：時給 ８５０円 

勤 務 日：ご希望に対応しますのでご相談下さい。 

登録期間：令和４年４月～令和５年３月 

 ※スタッフはスポーツ安全保険に加入します。 

問合せ･申込先：広瀬地区センター ☎36-2111 
令和４年３月３１日(木)午後５時まで 

 

  

自覚症状が無い方でも、市の健康診断を積極的に受け

て早期発見・早期治療により命を守りましょう！

広瀬地区の受診状況について

胃がん検診 48

結核検診 43

大腸がん検診 76

特定検診 50

令和４年度地域の検診率の向上を目指しましょう
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令和３年度リサイクル活動費が交付されました 

令和 2 年度の資源回収量により江刺公衆衛生組合連合会よ 

り補助金・リサイクル活動費 102､314 円が交付されました。

環境保健部では、皆さんのご協力で交付されたリサイクル 

活動費を全戸に還元し､リサイクル活動を推進して参ります。

ひきつづきリサイクルにご協力をお願い致します。    

下図は､1 人当たりの排出量を地区ごとに比較した結果です。 

広瀬の 1 人当たりの排出量は 30.2 ㎏で江刺 10 地区中の順

位を表してます、総合では 6 位という結果でした。  

令和２年度 リサイクル分別収集地区別集計について

分類 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

紙類 玉里 伊手 梁川 田原 広瀬

缶類 米里 伊手 梁川 広瀬

ビン類 伊手 梁川 田原 広瀬

プラスティック類 米里 梁川 田原 伊手 藤里 稲瀬 玉里 広瀬

　　　※プラスティック類のリサイクル排出にご協力をお願いいたします。
 

 

 

 

（1人当たりの排出量＝地区排出量÷地区人口） 

 

ありがとう広瀬保育所 
今年度をもって、広瀬保育所が５２年の 

長い歴史に幕を閉じることになりました。 

広瀬振興会では、保育所への長年の感謝の気持ち

と広瀬の子供たちの明るい未来を祈願し、記念事業

として『打ち上げ花火』をおこないます。 
日時： 令和４年３月２３日(水) 午後７時～    
場所： 柿ノ木・岩関地内 

詳しくは、３月１０日頃発行のチラシをご覧ください。 

第 34回定期総会を開催します 

広瀬振興会定期総会が、下記の日程で行われま

す。今年度の総会からは振興会の規約改正に伴い

評議員(各自治会から４名)の方々により行われ

ます。関係者の方々には、後日ご連絡させて頂き

ますので出席頂きますよう宜しくお願いします。 

日時：令和 4年 3月 27日(日) 午後１時３０分～ 

場所：広瀬地区センター 和室 
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6日(日)  奥州市長･市議会議員選挙 

15日(火) 江刺東中学校卒業式 

16日(水) 放課後子ども教室終了           

17日(木) 振興会会計監査会 10時～  

18日(金) 広瀬小学校卒業式､ 定例区長会 

22日(火)  振興会理事会       

23日(水) 広瀬保育所卒園式､閉所記念式典 

保育所閉所記念 打ち上げ花火(午後 7時～) 

27日(日)  第 34回広瀬振興会定期総会 13時半～     

●小学校 
☆低学年の部(１～３年生) 
最優秀賞 「ゆるさない みんなで守る あきすひがい」      ３年 阿部 珀空 (日 向) 

優 秀 賞 「雪道は すべってあぶない 気をつけよう」      ２年 及川 拓真 (樽 輪) 

優 秀 賞 「やっちゃえ」｢いっちゃえ｣そのこころに ひそむｷｹﾝ １年 菊池莉々愛 (宝岩寺) 

優 良 賞 「どろぼうが ねらっているよ カギかけて」       ２年 菊池 光希 (御 嶽) 

 

☆高学年の部(４～６年生) 
最優秀賞  「消毒で 感染予防 忘れずに」             ６年 高橋 秋保 (西 風) 

優 秀 賞  「信号を 無視する君に レットカード」        ５年 関村 璃那 (樽 輪) 

優 秀 賞  「マスクして しっかり消毒 手にかけて」      ４年 菅野 碧偉 (御 嶽) 

優 良 賞  「あぶないぞ 前の車と デｲスタンス」          ６年 千田絢二朗 (東 組) 

優 良 賞  「身近には みんなを守る １１０番」          ５年 昆野  司 (宮 田) 

優 良 賞  「ストーブを ちゃんとけして でかけよう」      ４年 今春 志雲 (東 組) 

 

●一 般 
☆交通安全の部  
最優秀賞 横断歩道｢ぺこり｣とおじぎのランドセル 皆で守ろう尊い命  千田 義富 (宝岩寺) 

優 秀 賞 交通安全 みんなでとろう金メダル                千田佳代子 (東 組) 

優 秀 賞 便利なスマホも 運転中のながらスマホは 危険物      及川 光夫 (松 原) 

優 良 賞 お先にどうぞ 心の余裕で 安全確保              菅野 美貴 (東 組) 

優 良 賞 思いやり  人も車も 譲り愛                菊池   友枝(西 風) 

 

☆防犯の部 
最優秀賞 合言葉 家族で決めて 詐欺予防             菊池恵美子 (広 谷) 

優 秀 賞 ｢自分は大丈夫｣ そんなあなたが狙われる            阿部  学 (広 谷) 

優 良 賞 ｢すぐもどる｣ その一瞬でも 鍵かける           太田 清美 (下日向) 

 

☆防火防災の部 
最優秀賞 消すまでは あなたです 見張り番               匿     名 (松 原) 

優 秀 賞 消したかな 考えるより まず確認             及川 直人 (日 向) 

優 良 賞 そのたき火 今はちいさい でもきけん           菅野 敏夫 (東 組) 

 

☆総合の部 
最優秀賞  あなたの意識で変わる つながる地域の安全           菊池 克己 (西川目) 

優 秀 賞  心の余裕が貴方を笑顔にする                   菅野三枝子 (東 組) 

優 良 賞 ｢ありがとう｣ 小さな行動 おもいやり            後藤 俊文 (日 向) 

令和 3年度 生活安全標語コンク－ル入選作品 
応募件数は 240件でした、たくさんの応募有難うございました！生活安全部 

 

 

お し ら せ  
２月１６日(水)に開催する予

定でした、｢シニア向けのスマ

ートフォン講習会｣は、新型コロ

ナウイルス感染拡大により、開

催中止となりました。お申込み

頂いた皆様には大変申し訳ご

ざいませんが、ご理解のほどお

願いいたします。開催可能とな

りましたら、改めてお知らせい  

たします。 


