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月 日 行政区 

2月 14日（火） 愛宕 1区・４区・5区・6区 

2月 15日（水） 愛宕 2区・3区 

新年のご挨拶 

みのりと うるおいの郷 おだき 

江刺愛宕地区振興会 会長 佐藤 悦夫 

  4年分の収入に係る確定申告や市民税・県民税の

申告が 2月から始まります。 愛宕地区の申告相談は

下記のとおりです。 会場で、午前 8時半から当日入場

整理券を配布します。混雑を避けるため、地域指定日時

の来場にご協力をお願いいたします。 

■会  場    江刺総合支所 1階 多目的ホール 

■受付時間  ９：００～１５：３０ 

２月から始まります！ 

12 月発行の【ふれあい】でお知らせした
民生委員の氏名に誤りがありました。正しく
は以下のとおりです。          （敬称略） 

 

誤） 高橋 由恵  → 正） 高橋 由江 

訂正し、お詫びいたします。 

新年おめでとうございます。皆様におかれましては、健やかに希望に満ちた新年をお迎え

のことと心からお慶び申し上げます。皆様方には、本会の活動に対しまして、格別のご支援

ご協力を賜り、誠に有難うございます。 

さて、昨年は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、例年行っていました地区民運動会や

敬老会などを中止しましたが、形を変えながら実施した愛宕地区芸術文化祭、地域防犯活動

を途切れなく実施している青色灯パトロール、専門部の事業など大方実施することができま

した。コロナウイルス感染拡大は、2020 年（令和 2 年）1 月頃から始まり、未だ収束の見

通せない日々が続きますが、会議や事業が自由に出来る日に戻ることを願うものです。 

本年は、「江刺愛宕地区コミュニティ計画」に基づき「住みよい地域づくり」の推進にあ

り地域課題を的確に把握しながら、効果的な事業推進につとめてまいります。 

また、地域の安全・安心の確保という使命のもと、大規模災害への備えに対する継続的な

避難支援体制の向上など、皆様のご協力をいただきながら役員一丸と 

なって活動を行ってまいります。 

本年が、皆様にとって幸多い年でありますよう心よりお祈り申し 

上げまして、新年のご挨拶といたします。 

 

体育振興部より 

2月 5日（日）に開催を予定していた 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 

中止となっております。 

※申告の流れや、申告に必要なもの等、詳しくは

『広報おうしゅう 1月号』をお読みください。 



■市長表彰 
【勤続章】 

 ・石川 康裕（第２部） ・高橋 諒太（第２部） 

・高橋 幾也（第４部） 

【功績章】 

 ・佐藤 貴宣（第２部） ・佐々木俊彦（第２部） 

 ・伊東 剛（第 3 部） ・髙橋 洋輝 （第 4 部） 

【精錬章】  

・岩本 俊亮（第１部） ・木村  怜（第 2 部） 

・佐藤 龍太（第 3 部） 
 
■県消防協会胆江地区支部長表彰 
【功績章】 

 ・髙橋  朗（第 1 部） ・熊谷 将哲（第 3 部） 

・小澤 真博（第 5 部） 

 【精錬章】 

・紺野  渉（本 部）  ・石川 康裕（第 2 部） 

    ・高橋 諒太（第 2 部）  ・高橋 一洋（第 4 部） 

  ・小澤 英史（第 5 部) 

【勤続章】 

  ・小澤 英史（第 5 部) 

 【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（小澤 真博 部長：5 年間） 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜日 行事名 時間 場所 

１ 水 燃えないごみ・プラ類のみ   

1５ 水 リサイクル全品目   

1８ 土 江刺教育振興運動実践発表会 10 : 00～ 江刺総合支所 ２F会議室 

団体名 利用日 団体名 利用日 

ラージボールクラブ 6.  13.  20.  27 江刺MJ クラブ ７.   2１ 

E.D.S（月コース） 6.  13.  20.  27 パッチワーク＆手芸同好会 １．  15 

E.D.S（水コース） 1.   8.  15.  22 クルームアクト １．  ８．  １５．  ２２ 

E.D.S（金コース） 3.  10.  17.  24 絵手紙同好会 2．  ９．  １６ 

翔の会 14.  21.  28 下川原よさってクラブ 2．  ９．  １６ 

体育振興部卓球部 14.  28 〒４３５１岩手なるこ村 2.   9.  16 

 ヨガクラブ サヴァーアサナ    １１． 18.  25 

■センター利用団体 

 令和 5年 1月 9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。 

【開催日】   令和 5年3 月4 日 （土） 

【時 間】    10：00～11：30 

【会 場】    江刺中央体育館 アリーナ 

【内 容】    モルック競技のルール解説、 

           練習（5対 5に分かれての実技） 

【参加費】   1人 500円（保険料込） 

【募集人数】  20名（小学生以上） 

             ※定員になり次第締め切ります。 

【服装・持ち物】   

動きやすい服装・上履き・飲み物 

≪申込み・問い合わせ先≫ 

江刺中央体育館  奥州市江刺杉ノ町９－１ 

 TEL ３１－２１００ ／ FAX ３５－５３１１ 
 

受付時間：9：00～17：00まで（月曜日を除く） 

  ※電話、または窓口でお申し込みください。 

フィンランドの伝統的なゲーム

を元に、老若男女が手軽に楽しめ

るものとして考えられたスポーツ 

です。 家族や友達と 

参加してみませんか？ 

 

■２月の行事予定 

≪ 江刺中央体育館自主事業 ≫ 


