
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 事業名等 
取組み 
方針 

市からの回答 

１ カーブミラーの設置 A 令和 4年 10月末までにカーブミラーの設置を行います。 

２ 市道馬場先線の舗装について C 道路整備につきましては、各地区から多くの要望を頂いており、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。 ３ 市道愛宕梁川線の舗装について C 

４ 市道三日町中島線について A 
ご要望の趣旨に沿って、令和 4年 10月末までに必要最小限の舗装

修繕を行います。 

５ 
市道駒籠皀角線と皀角中央線 

交差点にイメージハンプ表示 
A 

ご要望の趣旨に沿って、令和 4年10月末までにドットラインを設置い

たします。 

 対象 走路区間 距離ｋｍ 通過時間 

1区 女子 江刺第一中学校 ～ 駒籠会館前 １．６ 10：06 

2区 男子 ～ 江刺西体育館 ２．５ １０：１６ 

3区 女子 ～ 一中給食センター入口 ２．４ １０：２７ 

4区 男子 ～ 江刺西体育館 ４．０ １０：４３ 

5区 男子 ～ 一中給食センター入口 ２．４ １０：５３ 

６区 男子 ～ 江刺第一中学校 ６．６ １１：１９ 

みのりと うるおいの郷 おだき 令和 4年 10月 2７日（木） 

発行：江刺愛宕地区センター 
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令和 4年１１月号 

保健衛生部 

不用タイヤ の 回収を行います！ 
愛宕地区粗大ごみ回収事業について 

■期    日   月  日（土） 
 
■搬入時間  午前 8時～午前 9時までの 1時間 

■集積場所  旧愛宕地区センター 駐車場 
■料    金   タイヤ  1本あたり ・・・200円 

一輪車用 ・・・100円 

（廃棄費用 350円のうち 150円を保健衛生部で補助します） 

■回収対象 

   愛宕地区住民を対象とした 
事業のため、一般家庭用普通車 
以下のタイヤとさせていただきま 
す。  大型トラック等のタイヤは 
回収しません。 

体育振興部 

振興会から 

江刺地区交通安全協会 

■全日本交通安全協会表彰・交通栄誉章「緑十字章」 

 優良運転者     鎌田 絹子（川西） 
 

■県警本部長・県交通安全協会長連名表彰 

 交通安全功労者 高橋 修（二子町） 

 優良運転者   菊地 佐喜雄（二子町） 

 優良運転者   小澤 浩子 （川東） 
 

■奥州署長・江刺地区安全協会長連名表彰 

 交通安全功労団体 おだき児童安全協力隊 

交通安全功労者 菅野  茂（二子町） 

優良運転者   菅野 一美（二子町） 
 

今後も交通安全活動にご尽力いただきますよう 

お願いいたします。 

 

令和 4 年          【敬称略】 

令和 4年度地区要望に対する回答が、市より以下の通り届きました。 

■取組方針について 
Ａ：要望の趣旨に沿って取組を予定するもの  
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 

 １１月 3日（木）に開催される駅伝競走大会は、 

10時に江刺第一中学校をスタートし、駒籠会館、 

江刺西体育館、江刺自動車学校を周回します。 

沿道でのあたたかいご声援をお願いします。   

※ 通過時間は目安です。 

■期  日   令和 4年１１月２３日(水・祝) 

■時  間   ９：３０～１１：３０ 

■会  場   江刺西体育館  

※詳しくは、体育振興部からのおたよりを 

お読みください。 

令和 4 年度 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

日 曜日 行     事 時  間 場    所 

1 火 愛宕地区芸術文化祭実行委員会 １９：００～ 地区センター 

２ 水 燃えないごみ・プラ類のみ   

３ 木 江刺地区内駅伝競走大会 １０：００～ 江刺一中～江刺西体育館 

５ 土 不用タイヤ回収事業 ８：００～９：００ 旧愛宕地区センター駐車場 

10 木 社会福祉協議会【かたりあいの輪】 １８：００～１９：３０ 地区センター 

１６ 水 リサイクル全品目   

16 水 整理収納講座 １０：００～１１：３０ 地区センター 

20 日 愛宕地区体育大会(ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ・婦人ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ) 開会式９：００～ 江刺西体育館 

２３ 水 ニュースポーツ体験会 ９：３０～１１：３０ 江刺西体育館 

団体名 利用日 団体名 利用日 

L.B.C 7.  14.  21.  28 レブリー・ベル 9．  30 

E.D.S（月曜コース） 7.  14.  21.  28 体育振興部卓球部 8.  22 

E.D.S（水曜コース） 2.   9.  16.  30 絵手紙教室 10.  17.  24 

E.D.S（金曜コース）   4.  11.  18.  25 下川原よさってクラブ 10．  １７．  ２４ 

翔の会 1.   8.  15 〒4351岩手なるこ村 １７.  24 

江刺ＭJ クラブ 1.  15.  29 ヨガクラブ サヴァーアサナ １２．  19.  26 

パッチワーク＆手芸同好会 １6.  30  

検診名 検針日 受付時間 会場 

胃がん検診 11月  6日（日） ６：４５～ ９：００ 
江刺保健センター（集団指導室） 

乳がん検診 11月  7日（月） ９：３０～１０：３０ 

結核肺がん検診・大腸がん検診 11月 19日（土） ９：３０～１１：００ 
江刺総合支所（多目的ホール） 

大腸がん検診 11月 24日（木） ９：３０～１１：００ 

■１１月の行事予定 

■センター定期利用団体 

今年度の検診   

江刺西体育館より 

1 日 時  

令和 4年 10/29、11/19、12/3、12/10 

令和 5年 1/7、1/14、2/4、2/18、3/4、3/11 

2  開催場所  江刺西体育館 会議・研修室 

３ 募集人数 各回 12名（定員になり次第締切） 

４ 参加料  各回 1,000円（ボール貸出し含み） 

５ 内  容   バランスボールエクササイズとセルフ 

ケアについて学ぶ 

６ 申込期限 各回前日（金曜日）17時まで 
＜申込み・問い合わせ＞ 

江刺西体育館  📞３５－５５４４ 

受付時間 午前 9時から午後 5時（月曜日を除く） 

今年度の検診は、受けられましたか？ 
都合がつかず受けそびれてしまった検診はありませんか？ 
下記の日程で、江刺全地域を対象に各検診が受けられますので、 
この機会に検診を受けましょう！ 

秋の全国火災予防運動 

火の用心
■期間：令和 4年 11／９（水）～11／15（火） 

期間中、消防団によるパトロール活動及び火防

点検があります。午後 6時にはサイレンが吹鳴され

ますので、火災と間違えないようご承知願います。 

寒くなると、暖房器具等を扱う機会が増えてきま

す。 『慣れ』や『油断』から火災を起こすことのな

いよう、防火意識を高めていきましょう。 


