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住んでいい地域 住ませたい地域 玉里  

 

               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

☆ 玉里振興会から 

転 出 者（敬称略） 

部署名 職名 氏名 転出先   

玉里小 養護教諭 菊池由香利 水沢中学校 

〃 非常勤講師 狩野由紀夫 広瀬小学校 

〃 支援員 及川 愛 江刺愛宕小学校 

〃 学校司書 及川 慎矢 江刺第一中学校  

 

江刺東中 講 師 小岩 珠子 一関・大東中学校 

 

〃 用務員 佐藤 和明 胆沢中学校 

玉里 

保育所 
所 長 佐藤たき子 退 職 

〃 
副所長兼上席

主任保育士 城澤 幸枝 若柳幼稚園 

〃 保育士 菅原 得子 いずみ保育園 

〃 調理師 天久 直美 
東水沢学校給食

センター 

  

 

転 入 者（敬称略） 

部署名 職名 氏名 前任地 部署名 職名 氏名 前任地 

玉里 

保育所 
所 長 及川 徹 梁川保育所 玉里小 講 師 阿部 美穂 太田代小学校 

〃 
副所長兼上席

主任保育士 
及川ひとみ 北こども園 〃 養護助教諭 及川 美佳 梁川小学校 

〃 保育士 髙橋あゆみ 広瀬保育所 〃 非常勤講師 高橋 志乃 伊手小学校 

〃 保育士 菊地 茜 梁川保育所 〃 学校司書 髙橋真理子 江刺南中学校 

〃 保育士 菅原 彩乃 広瀬保育所 〃 
スクールアシス

タントスタッフ 千葉美枝子  

〃 保育士 金野 智美 広瀬保育所 

〃 保育士 千葉 文枝 いずみ保育園 

〃 保育士 菊地 留美 梁川保育所 

〃 調理員 菊池 京子 梁川保育所 

〃 調理員 佐藤 英子 広瀬保育所 

 

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々をご紹介します。 

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。 

 ≪玉里小学校≫ 

前校長 冨田美奈子先生 

 玉里の地に着任した際に、温かさと懐かしさが感じら
れ、花の香が漂う中、校舎に向かったのを覚えています。 
玉里小学校は、地域の皆様のご理解ご支援のおかげで、

学校教育で目指す「地域とともにある学校」であったこ
とに心より感謝申し上げます。児童の安全の見守りや自
転車指導、江刺甚句伝承活動、学校の環境整備、三世代
交流会、小正月行事や凧揚げ大会…限りないご支援によ
り子ども達は笑顔いっぱい、元気いっぱいで過ごすこと
ができました。玉里小学校の集大成となる最後の年に転
任することになりましたが、この 2 年間で培った「玉里
愛」は一生の宝物です。皆様のご健康とご多幸をご祈念
しております。ありがとうございました。 

前教諭 小澤昭子先生 

 玉里小学校に、6年間勤務しました。 
 学校では、自転車全国大会に参加したり、甚句保存会
の皆さんと甚句の継承活動を行ったり、りんごや米の栽
培を行ったりと、玉里の特色、良さに大いにふれさせて
もらいました。また、「竜宮伝説」や「義経伝説」「和牛
飼育」等、地域の歴史の奥深さにもふれました。本当に
玉里は魅力いっぱいでした。大変お世話になりました。 

前特別支援員 及川愛先生 

 総合学習で玉里について子ども達と学習し、玉里
の魅力を再発見しました。地域の皆様に支えられ、
1 年間勤めあげることができました。ありがとうご
ざいました。 

前養護教諭 菊池由香利先生 

 梁川から岩谷堂に行くとき、玉里小学校の桜を見
たく、毎年桜の時期は少し遠回りして玉里小学校の
桜を満喫して通り過ぎていました。その玉里小学校
に着任でき、とても嬉しく思いました。この玉里小
学校は親子でお世話になりました。幼少期母に連れ
られて玉里小学校に来たことを覚えています。 
 子ども達、地域の人たちの笑顔が、私にとって元
気の素でした。保護者の皆さんからも声をたくさん
かけられ幸せな 2年間でした。子どもたちは私にと
っては宝物でした。子ども達の健康や安全を守って
こられたことに感謝します。次の転勤先は水沢中学
校です。地域の皆さんにお世話になり、本当にあり
がとうございました。 

 1 年間玉里小学校の子ども達とともに学習したり、運
動したりできたことを大変嬉しく思います。何事にも一
生懸命取り組む子供達でした。本当の孫のような子ども
達でした。ありがとうございました。 

前非常勤講師 狩野由紀夫先生 

前学校司書 及川慎矢先生 

 江刺東中学校 8 年、玉里小学校 3 年と大変お世話
になりました。子ども達や先生方だけではなく、PTA
のバレーボールや運動会など行事を通して保護者の
皆さんにも良くしていただき感謝の気持ちでいっぱ
いです。今までありがとうございました。 

≪玉里保育所≫ 

前所長 佐藤たき子先生 
 あっという間の 6年間、地域の皆様から温かいお言葉
をかけていただいたり、様々な場でご協力をいただいた
り、本当にたくさんの玉里の良さにふれながら過ごした
6年間でした。「子どもは地域の宝」と皆さんに子ども達
を育んでいただきました。これまでのご支援に感謝の思
いでいっぱいです。玉里地区のますますのご発展を祈念
しております。ありがとうございました。 

前副所長兼上席主任保育士 城澤幸枝先生 

 自然豊かな環境の玉里。このすばらしい環境で育つこ
とができる子ども達は幸せです。短い間でしたが、大変お
世話になり、ありがとうございました。 

前保育士 菅原得子先生 

 長い間玉里で過ごすことができたこと、嬉しく思います。
玉里保育所の子ども達、お家の皆さん、地域の皆さん温か
く優しい玉里でたくさんの思い出を作ることができまし
た。ありがとうございました。大変お世話になりました。 

前調理師 天久直美先生 

 地域の人の温かさ、子ども達の元気と父母の皆様の優
しさを感じながら過ごした 3 年間でした。自然あふれる
玉里保育所で給食を作れたことは、とても良い経験にな
りました。ありがとうございました。 

≪JA江刺玉里支店≫ 

転出者の皆様一同 

 春には小学校の美しい桜と元気な子供たちの声を聞きながら、
とても環境の良い場所で地域の皆様と接することが出来たことに
感謝申し上げます。 
 この度はメンバーが大きく変わることとなりましたが、引き続
きご来店、ご利用いただきますようお待ちしております。 

玉里地区民 
グラウンドゴルフを始めてみませんか？ 

下記により初心者講習会を開催しますので、ぜひご参加ください！一緒にグラウンド

ゴルフを楽しみましょう！ 

日時：令和 4年 4月 24日（日）午前 10時～ 

場所：玉里地区センター 広場 
（雨天の場合は 4月 30日（土）に延期） 

◆持ち物：鉛筆 
     用具のある方は、クラブ、ボール 
     用具のない方には貸出します！ 

◆申込先：江刺グラウンドゴルフ協会玉里支部 

     会長 及川 玲二（℡36-3259） 

主催：江刺グラウンドゴルフ協会玉里支部 

申込み〆切 

4月 21日（木） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 九戸村立山根小学校より参りました、校長の早川宏
昭と申します。生まれも育ちも江刺であり、祖父がま
だ尋常高等小学校だった玉里小学校に勤務していたこ
ともあって、玉里小学校には縁を感じております。  
 まだ赴任して少ししか経っていませんが、美しい山、
川、そして何よりお会いした方々から、玉里は聞いた
通り本当に素晴らしいところだと実感しております。
令和 4 年度は玉里小学校にとって最後の 1 年となりま
す。「笑顔と感謝と玉里愛にあふれたこの１年に」のテ
ーマのもと、地域の方々と力を合わせ、玉里の子ども
達のために誠心誠意務めて参りたいと思っておりま
す。どうぞよろしくお願いいたします。 

校長 早川宏昭先生 
教諭 今野ともみ先生 

前沢小学校から参りました。子ども達が楽しく学校
生活を送ることのできるよう、子ども達の気持ちに寄
り添うことを大切に頑張っていきたいと思います。ど
うぞよろしくお願いいたします。 

講師 阿部美穂先生 
2 年前にも玉里小で勤務をしておりました。再び子

ども達と一緒に過ごせることを楽しみにしていまし
た。統合前最後の 1 年となるので、子ども達と玉里小
での思い出を作れたらいいなと思います。よろしくお
願いします。 

養護助教諭 及川美佳先生 
梁川小学校から来ました。閉校最後の 1 年ですが、

子ども達と元気に過ごしたいと思っています。よろし
くお願いします。 

非常勤講師 高橋志乃先生 

3 年ぶりに玉里小に戻って参りました。またここで
子ども達と一緒に過ごせることをとても嬉しく思って
います。一人一人の成長の後押しができるよう頑張り
ます。どうぞよろしくお願いします。 

学校司書 髙橋真理子先生 

梁川小学校から来ました。閉校最後の 1 年です
が、子ども達と元気に過ごしたいと思っています。
よろしくお願いします。 

スクールアシスタント 千葉美枝子先生  

1 年間玉里小学校と広瀬小学校でスクールアシスタ
ントをさせていただきます。施設、設備の消毒、配膳
室での見守り、統合に係る事務作業などをさせていた
だきます。よろしくお願いします。 

≪玉里小学校≫ 

≪玉里保育所≫ 

所長 及川徹先生 

 梁川保育所から参りました。居住地は岩谷堂餅田で
す。10年前に江刺に戻ってきましたが、玉里は人首小
学校・梁川保育所への通勤や盛岡との行き来で通って
いました。妻の母が玉里出身という縁もあります。1年
早く統合した米里、そして梁川・広瀬とが統合した新
生玉里保育所の初年度、53名の子どもたちが新たな環
境、友達や職員に早く馴染み、のびのびと元気に過ご
せるよう安全・安心な保育・円滑な保育所運営に務め
て参ります。改めまして、地域の皆様のご支援・ご協
力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

副所長兼上席主任保育士 及川ひとみ先生 

 前沢北こども園から異動し、4 月から玉里保育所に
勤務しております。母の実家が玉里なので、小さい頃
からよく来ていた地区であり、学生時代の実習園が玉
里保育所でしたので、ここで働けることに喜びを感じ
ております。どうぞよろしくお願いいたします。 

保育士 髙橋あゆみ先生 
 広瀬保育所から転任してきました高橋あゆみです。
たくさんの子ども達と楽しく過ごしていきたいと思
います。よろしくお願いいたします。 

保育士 菊池茜先生 

 梁川保育所から参りました。保育所のことも、玉里
の土地のこともまだまだ分からないことだらけです
が、いろいろと教えて頂きながら早く慣れていきたい
と思っています。お世話になります。よろしくお願い
致します。 

保育士 菅原彩乃先生 

 広瀬保育所から転任してきました。子ども達が毎
日楽しく保育所に通えるよう保育したいと思います。
よろしくお願い致します。 

保育士 千葉文枝先生 
 以前にもお世話になっていた玉里保育所。実家に帰
ってきた気持ちです。子どもたちからパワーをもらい
ながら楽しい時間を過ごしていきたいなぁと思ってい
ます。よろしくお願いいたします。 

保育士 菊地留美先生 

 梁川保育所から異動してきました。玉里保育所は
久しぶりの勤務で懐かしく、そして嬉しく思ってお
ります。よろしくお願いします。 

 玉里には 25 年ぶりに仕事で通勤することになりま
した。前職業の時にも初めてのドキドキでしたが、合
併した人数の多い保育所でまた緊張しております。よ
ろしくお願い致します。 

調理員 菊池京子先生 

調理員 佐藤栄子先生 

 広瀬保育所から異動して参りました。子ども達の
笑顔が増える喜ぶ給食を作っていきたいと思います
ので、どうぞよろしくお願いします。 

≪JA江刺玉里支店≫ 
転入者の皆様一同  

 昨年度と大きくメンバーが変わりましたが、元気な笑顔で皆様のご来店をお待
ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 広瀬保育所から異動して参りました保育士の金野
智美です。玉里については詳しくありませんので、こ
れから少しずつ色んなことを知っていきたいと思い
ます。よろしくお願い致します。 

保育士 金野智美先生 

4 月から着任になった方々からも地

域へのメッセージをいただきましたの

で、ご紹介させていただきます！ 

 

 新入学、新入園の季節を迎えました！4月 5日

に玉里保育所の入園式、4月 7日に玉里小学校の

入学式がそれぞれ行われ、交通安全委員会から事

故にあわず楽しく通えるよう交通安全の願いを

こめた「黄色い傘」と「黄色い帽子」を贈りまし

た。玉里の宝である子ども達の安全を地域全体で

見守っていきましょう！ 

【黄色い傘】玉里保育所すみれ組（年少）の園児へ 

【黄色い帽子】玉里小学校 1年生へ 

令和 3 年度に米里保育所が統合したのに続き、今年度から広瀬保育所と梁川保育所

が玉里保育所へ統合し、人数も増えたことにより園舎が増築されましたので皆さんにも

ちょっとだけご紹介！ 

増築した部屋は、統合により一番人数の多くなった「たんぽぽ組」のお部屋となって

います。園児たちに加え先生方の人数も増え、さらに賑やかになった玉里保育所。新学

期始まったばかりの 4 月は玄関先で泣き出す子や、まだまだ緊張した様子の園児たち

の姿が見られました。 

玉里・米里・広瀬・梁川保育所が統合 

 

 


