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令和元年５月23日発行／編集：姉体町振興会／住所：奥州市水沢姉体町字宿８番地３ Tel&Fax(0197)26-2524 

『姉体地区センタースタッフブログ』 http://anetaitiku.blog.fc2.com/ （時々更新中） 

任期満了による姉体町振興会役員改選に伴い、平成31年４月21日に開催した定期総会に於いて決定した新

役員及び各専門部の幹事をご紹介します。 

役職 氏 名 行政区 

会 長 及川 時男(再) 西姉体 

副会長 

小竹  務(再) 宿 

後藤 ノエ(再) 下姉体 

菅原 芳己(新) 中央 

監 事 

倉成 義昭(新) 中央 

後藤 育男(新) 宿 

及川 章喜(新) 上野 

理
事 

（社
会
福
祉
部
幹
事
） 

行
政
区
長 

菅原 春夫(再) 西姉体 

熊谷 寛二(再) 上姉体 

及川 金良(新) 上島 

菅原 芳己(再) 中央 

菊地 健一(再) 宿 

遠藤 拓男(再) 上野 

及川 孝彦(新) 下姉体 

佐藤 弘幸(新) 南方 

大内  正(再) 北姉体 

 

役職 氏 名 行政区 

理
事
（
（専
門
部
長
・委
員
長
） 

まちづくり部 菊地二九男(新) 中央 

体育振興部 及川 良男(再) 上島 

子ども・女性部 
子ども委員会 髙橋佳奈子(新) 上島 

女性委員会 朴澤 悦江(新) 上姉体 

社会福祉部 立野 利和(再) 上野 

生活安全部 
防犯委員会 佐藤  厚(新) 南方 

交通安全委員会 佐々木賢治(新) 西姉体 

生涯学習部 伊藤 賢弥(新) 宿 

理
事 

館長協議会 
会長 高橋 和彦(新) 中央 

副会長 及川  栄(新) 上野 

民生児童委員協議会長 千葉 忠範(再) 西姉体 

食生活改善推進員協議会長 佐藤 京子(新) 中央 

老人クラブ連絡協議会長 佐藤 健一(新) 中央 

 

振興会新役員・幹事が決まりました 

役 員 

幹 事 
体育振興部 

役職 氏名 行政区 

部長 及川 良男 上島 

副部長 

佐々木章弘 宿 

菊地 公男 中央 

千葉 恒雄 下姉体 

事務局長 冨田  勝 南方 

支部長 

小野寺 真 西姉体 

佐藤  裕 上姉体 

佐藤 豊喜 上島 

佐藤 和也 中央 

千葉 茂美 宿 

佐々木 忠 上野 

後藤 純一 下姉体 

吉田 昌拓 南方 

菊池  功 北姉体 

スポーツ推進委員 佐藤  愛 下姉体 
 

まちづくり部 
役職 氏名 行政区 

部長（町内会推薦） 菊地二九男 中央 

副部長（会館長） 佐々木健一 上姉体 

幹事（会館長） 

福田 和夫 西姉体 

菊地 秀夫 上島 

高橋 和彦 中央 

小竹  務 宿 

及川  栄 上野 

佐藤 勝也 下姉体 

及川 吉郎 南方 

千葉 武美 北姉体 

幹事（町内会推薦） 

千葉 成巳 西姉体 

佐藤 典男 上姉体 

菊地 雄一 上島 

佐々木章弘 宿 

立野 信彦 上野 

深沢 武夫 下姉体 

佐々木光雄 南方 

及川  修 北姉体 

幹事（会長推薦） 伊藤 玉子 上姉体 
 



幹 事 
子ども・女性部 

役職 氏 名 行政区 

部長（子ども委員長） 髙橋佳奈子 上島 

副部長（女性委員長） 朴澤 悦江 上姉体 

幹事（子ども委員会） 

及川  将 西姉体 

佐藤 聖恵 上姉体 

佐藤かおり 中央 

佐藤 由香 宿 

大槻友里江 上野 

後藤 純子 下姉体 

佐藤 照美 南方 

八重樫 忍 北姉体 

幹事（女性委員会） 

青澤 知子 西姉体 

及川三枝子 上島 

佐々木信子 中央 

及川ツル子 宿 

安彦キエ子 上野 

菅原 久子 下姉体 

吉田 京子 南方 

八重垣きよ子 北姉体 
 

社会福祉部 
役職 氏名 行政区 

部長 立野 利和 上野 

副部長（民生児童委員） 千葉 忠範 西姉体 

幹事（行政区長）※役員名簿をご覧ください。 

幹事（民生児童委員） 

小野寺敦子 上姉体 

及川るみ子 上島 

菊地美矢子 中央 

及川 良子 宿 

立野ハヤ子 上野 

伊藤ツギ子 下姉体 

佐藤 惠子 南方 

千葉 勇子 北姉体 

幹事（主任児童委員） 
立野 要子 上野 

高橋 和江 中央 
 

生活安全部 
役職 氏 名 行政区 

部長（防犯委員長） 佐藤  厚 南方 

副部長（交通安全委員長） 佐々木賢治 西姉体 

幹事（防犯委員会） 

千葉 弘高 西姉体 

及川 菊雄 上姉体 

及川 秀政 上島 

小竹 武敏 中央 

菊地 朝文 宿 

那須川 幸 上野 

佐藤  章 下姉体 

菊池  功 北姉体 

幹事 

（交通安全委員会） 

佐藤  寛 上姉体 

橘  伸一 上島 

菅原 正喜 中央 

佐々木和也 宿 

吉田 待男 上野 

柏山 一彦 下姉体 

後藤 俊一 南方 

菊池 嘉之 北姉体 

幹事（交通安全指導隊員） 
中村 雄三 上姉体 

高橋 京子 上島 

幹事（母の会会長） 今野とよ子 上島 
 

生涯学習部 
役職 氏 名 行政区 

部長 伊藤 賢弥 宿 

副部長 佐藤 禮子 西姉体 

幹事（町内会推薦） 真鍋 盛二 上姉体 

 及川登代子 上島 

 佐藤 京子 中央 

 安彦 広行 上野 

 後藤 淳司 下姉体 

 佐藤 郁雄 南方 

 及川 友枝 北姉体 

幹事（鳴鼓会） 及川 賢一 （宿） 

 原田みゆき 上姉体 

幹事（歩こう会） 小竹  務 宿 

 安田 弘文 西姉体 

 菅原  香 上姉体 

幹事（文化財保護調査委員） 昆  憲治 西姉体 
 

今年で３回目となる「いわて奥州きらめきマラソン」

が、５月19日に開催されました。当日は、空模様には恵

まれましたが、風が強く、ランナーの皆さんには少々走

りにくい気候の様でした。 

道の駅「みずさわ」には今年も給水所が設置され、振

興会の各専門部とワークみずさわの方々、総勢49名が

給水ボランティアをしました。体育振興部からは走路員

として９名がコース上のランナー・車両・歩行者等の誘

導に当たりました。ご協力ありがとうございました。 

参加されたランナーの皆さん、ボランティアの皆さん、

沿道で声援を送った皆さん、本当にお疲れ様でした！ 

太鼓教室参加者募集 
今年も「姉体太鼓教室」が始まります！ 

姉体太鼓「鳴鼓会」の及川賢一さんを講師に、

「どんがらセッション」という曲を練習します。 

参加者の年齢・性別は問いませんので、ぜひたく

さんの皆さまからの応募をお待ちしております(^^♪ 

【日 時】５月29日から７月31日まで 

     毎週水曜日／午後６時45分～午後８時 

【場 所】姉体地区センター 体育館 

【持ち物】上履き、動きやすい服装、飲み物等 

【披 露】８月 奥州地方太鼓連大競演会 

11月 姉体まつり 



 交通安全だより  

〇路上交通安全啓発活動を実施 

５月11日、「春の全国交通事故防止運動５/11～20」に合わせて、２か所の信号交差点で午前７時より路上啓発

活動を行いました。 

＜姉体小学校付近信号交差点＞ ＜姉体郵便局前信号交差点＞ 

春季優良運転者の表彰がありました 

５月17日、奥州警察署と水沢地方

交通安全協会により、本年度春季優

良運転者の表彰式が行われ、姉体分

会新成分の立花公夫さん（上姉体）と

新沼栄美子さん（北姉体）が表彰され

ました。 

正しい交通ルールを守る県民運動実施中  

交通事故の撲滅を目指して交通安全運動を推進いたします。 

年間スローガン  「ゆずり合う 心がつくる 無事故いわて」 

重点項目 ・ライトの早め点灯、反射材用品等の着用 

     ・スピードダウンの徹底 

     ・運転者の歩行者保護意識の醸成と道路横断者の交通

マナーの向上 

     ・飲酒運転の根絶 

今やちょっとした観光スポットとして定着している「アテルイの里の田んぼアー

ト」は、今年で12回目を迎えます。 

第１回目の「アテルイ」から始まり、その後、歌舞伎や浮世絵、そして昨年は、姉

体出身の「おらほの☆～二刀流・大谷翔平選手」が描かれ、奥州市ばかりか市外

からも多くの人が押し寄せました。 

この「奥州市田んぼアート」に、今年から姉体町振興会も実行委員会の構成メ

ンバーに入り、運営の一翼を担うことになりました。 

令和最初のアートは、大歌舞伎から「高麗屋三代」と昨年に続き「大谷翔平選

手」です。６月２日（日）午前９時から行われる予定の田植えには、姉体スポーツ少

年団も参加します。 

「お宝人材バンク事業」登録者の推薦をお願いします 
優れた技能、知識、特技等の持ち主を探しています。 

振興会では、姉体在住の方又は姉体に縁のある方で、地域のお宝だと思う人を『姉体お宝人材バ

ンク』に登録し、生涯学習の講師や地域のためにその力を活かしていただくこと。また、その技術や知

識を伝承することを目的に「お宝人材バンク事業」に取り組みます。 

ぜひこの人を！と思う方の推薦をお願いします。その方の氏名、お持ちの技能、特技又は知識、電

話番号等を教えてください。その他必要な事項は事務局で直接本人からお聞きします。 

なお、推薦の際には、本人の了解をいただくようお願いします。自薦も受け付けます。 
 

推薦は、姉体地区センター（電話２６－２５２４）までお願いします。 



 

 

日 曜 内  容 時 間 場 所 

２ 日 【田んぼアート実行委員会】田んぼアート田植え ９:００～ 水沢佐倉河字北田 

５ 水 【生涯学習部】歩こう会⑤ ９:００出発 姉体南方会館 発着 

  【生涯学習部】姉体太鼓教室② １８:４５～２０:００ 地区センター（体育館） 

６ 木 【民児協】定例会 １３:００～ 地区センター（農事研修室） 

  【区長会】定例会 １３:３０～ 地区センター（健康相談室） 

９ 日 【老人クラブ】姉体地区いきいきシニアスポーツ大会 ８:３０開会 姉体小学校（グラウンド） 

11 火 【道の駅運営協力会】道の駅花壇花苗植栽印付け １５:００～ 道の駅「みずさわ」花壇 

12 水 【社会福祉部】寿のつどい（ひとり暮らし高齢者昼食会） １０:５０開会 みどりの郷（金ヶ崎） 

  【生涯学習部】姉体太鼓教室③ １８:４５～２０:００ 地区センター（体育館） 

13 木 【道の駅運営協力会】道の駅花壇花苗植栽 ６:００～ 道の駅「みずさわ」花壇 

15 土 【生涯学習部】歩こう会⑥ ９:００出発 水辺プラザ橋本公園 発着 

18 火 【女性委員会】女性短期大学 開講式／第１講座（健康講座） ９:４５～１２:００ 地区センター（日本間） 

  【振興会】理事会 １３:３０～ 地区センター（農事研修室） 

  【子ども委員会】姉体地区寺子屋実行委員会 １８:３０～ 地区センター（農事研修室） 

19 水 【生涯学習部】姉体太鼓教室④ １８:４５～２０:００ 地区センター（体育館） 

20 木 【防犯委員会】防犯パトロール③（担当：西・北姉体） １５:００～ 姉体地区全域 

21 金 【奥州市】第47回水沢いきいきシニアスポーツ大会 ９:００開会 水沢公園陸上競技場 

23 日 【体育振興部】地区スポーツ大会（サッカー） ９:００～ 姉体小学校（グラウンド） 

26 水 【移動図書館】わくわく号 ９:３０～１０:００ 地区センター（駐車場） 

  【生涯学習部】やつふさ大学 開講式／第１講座（ｼｬﾌﾙﾎﾞｰﾄﾞ） １３:３０～１５:３０ 地区センター（体育館） 

  【生涯学習部】姉体太鼓教室⑤ １８:４５～２０:００ 地区センター（体育館） 

27 木 【防犯委員会】防犯学習会 １０:３５～１２:１０ 姉体小学校 

  広報やつふさ 発行   

 

５月20日現在の成績 

打率 打数 安打 

.250 48 12 

 

打点 ﾎｰﾑﾗﾝ 盗塁 

８ ２ ０ 

（参考：日刊スポーツ） 

姉体町振興会社会福祉部では、地区内にお住まい

の 65 歳以上のひとり暮らしの方々を対象に、下記の日

程で昼食会を開催します。 

対象者の方々には別途ご案内状をお送りしておりま

すので、是非ご参加ください。 

【開催日】令和元年６月12日（水） 

【会 場】みどりの郷（胆沢郡金ヶ崎町永栄上宿26-３） 

【対象者】姉体地区内に居住する65歳以上（昭和29年 

４月１日以前生まれ）でひとり暮らしの方 

【会 費】１,０００円 

 

各担当民生委員又は、姉体地区センター（TEL２６－２５２４） 

きらめきマラソンの給水ボランティア（３回目）をしました。全国から集まったランナーが続々

と給水所に来るのを見て、ボランティアも楽しいものだと感じました。もっと楽しいのは自らが

ランナーになることかも、鍛え直してみるかな・・・（貞） 


