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　　　※問い合わせは「錦織公民館」へお願いします。

〔2〕テニスコート

27年度 22年度 比較増減

利用者数／人

〔1〕錦織公民館
14,422

11,587

△ 157

〔昼＝15,739人／夜間＝7,636人〕

〔3〕野　球　場

27,150

3,872

4,042

23,325

5,651

4,199

第5回錦織公民館まつり

第5回錦織ユニカール大会

10月27日〔木〕
11月20日〔日〕

29年1月21日〔土〕
29年2月18日〔土〕

～19日〔日〕
29年2月18日〔土〕

　　

23,375

25,581

　

人

3,825

8,953

△ 1,779

錦織登山
錦織ふるさとグラウンドゴルフ大会
錦織地区第53回市民運動会

多目的グラウンド
多目的ホール
軽運動場

〔共催含〕

第3回ノルディック・ウォーキング
錦織グラウンドゴルフ大会
第3回錦織室内スポーツ交流会
平成29年錦織新春のつどい

　登米市教育委員会から次の施設の一部使用料改

　

〔アーチェリー場／旧錦織中学校〕

合　　　　　　計

〔4〕多目的グラウンド〔人工芝生〕

〔5〕第２多目的グラウンド

※問い合わせは「錦織公民館」へ

多目的ホール

　錦織地域振興会の総会で、次の事業計画が承認されましたので、お知らせいたします。

5月13日〔金〕
6月27日〔月〕
7月15日〔金〕
8月10日〔水〕
9月11日〔日〕

　　　　　なお、計画が変更になる場合もありますのでご了承願います。

　には多くの方々にご出席いただき

　ました。約3，000万円の会計管

　理に細心の注意を払いながら、振

　興会の方針に沿って、事務職員一

平成２７年度の利用者 約８４,０００人
平成27年度の施設利用状況は、次のとおりです。

　　※随時「チラシ」等でお知らせ・募集をいたします。 　　
　　
　　

軽運動場

　同頑張っております。各種の振興

　会・公民館事業推進に地域皆様の
　ご理解ご協力をお願いし、地域活

　動の拠点である公民館が、皆様の

　「茶の間」であることを常に意識
　し、対応しております。〔館長〕

13,994

84,020 59,184 24,836

施　　　　設　　　　名

多目的グラウンド
栗原市方面10月8日〔土〕

大船渡市五葉山
嵯峨立コミュニティＧ

登米森林公園
気仙沼市唐桑方面

錦織公民館
体協錦織支部

第1回ノルディック・ウォーキング
第2回ノルディック・ウォーキング

　〔学校等とは保育園(所)・幼稚園・小学校・中
　【申込み】５月１０日迄。先着２０名で締切。
　【主　催】体協錦織支部・錦織地域振興会
　　　　　　錦織公民館

　

錦織地域振興会

「平成２８年度事業計画」

　 学校・高等学校です〕※登米市内は免除です。
　〔いずれも平成２８年４月１日から適用です〕

　※問い合わせは、錦織公民館へ。

　　【第４８号】

記
　【日時】平成28年5月13日〔金〕※小雨決行
　　　午前9時／錦織公民館出発～１４時頃帰館
　【場所】登米森林公園「森林セラピーロード」

　　　　　　　　２階「多目的室」＝２００円
　　　　　　　　　　　・冷暖房料＝１００円
　○多目的グラウンド／・半面＝４００円

　　　　　　　　　　　〔全面＝７００円〕

〔発     行〕 平成２８年５月１日　
〔発 行 所〕 登米市錦織公民館
〔電話兼ＦＡＸ〕 ５３－３００３
〔メールアドレス〕　

　⑩

編集後記
　28年度がスタートしました。総会

多目的グラウンド／半面＝４００円他
【４月から運動公園施設の使用料が一部改正】

 nishikiori_kouminnkan@yahoo.co.jp

ノルディック・ウォーキング

5月13日〔金〕「登米森林公園」〕

　一人で歩くより、皆さんと一緒に歩きませんか
　下記の日時に「ノルディック・ウォーキング」
　を開催します。約４㎞を予定しています。

　正の通知がありましたのでお知らせします。
　○テニスコートクラブハウス

　【乗り物】市マイクロバス
　【参加対象者】錦織在住か組織加入団体員
　【持ち物】昼食・飲み物・菓子等
　【参加費】４００円／入場料・記念写真代等

　※太字が改正部分〔使用料は１時間単位です〕
　また、「登米市外」の学校等が利用する場合は
　使用料金が発生することになりました。

mailto:nishikiori_kouminnkan@yahoo.co.jp
mailto:nishikiori_kouminnkan@yahoo.co.jp
mailto:nishikiori_kouminnkan@yahoo.co.jp
mailto:nishikiori_kouminnkan@yahoo.co.jp
mailto:nishikiori_kouminnkan@yahoo.co.jp
mailto:nishikiori_kouminnkan@yahoo.co.jp
mailto:nishikiori_kouminnkan@yahoo.co.jp
mailto:nishikiori_kouminnkan@yahoo.co.jp


　

　

　
　

　

③市がんばる地域づ

くり応援交付金会計

　
　 　
　 　
　 　

　 　
　

　 　
　

　 　
　

　 　

【会計】田村きよえ〔６区〕

　
　
　 　
　
　

2,637,263

127,112

登米市立錦織小学校  相沢　進 校長

「 地 域 と と も に 」〔２〕

　たくさんの方々に子ども

学芸会に加え、今年度は９月１５日に「祖父母小さな山ですが、展望は非常によく、頂上一帯を

276,122

2,743,501

1,448,000

2,702,804

22,182,421

【会　長】及川登志郎〔４区〕

※〔繰越額〕⇒ 2,517,697

合　　　　計 29,352,848

設置業務委託会計
⑤錦織公民館指定
　管理業務会計

26,835,151

※錦織地域振興会役員紹介〔任期／～２８年度〕

ついて審議され、原案どおり承認されました。

▲総会会場〔軽運動場〕の光景

歳入決算額

ろです。少年期はゴールデンウィークというと、
田植えの仕事を手伝い、どこかに出かけることも
あまり、ありませんでした。
　しかし、北村の人たちは錦織地域の方々と同様、

　また、挨拶にも力を入れていますので、子ど
もたちを見かけましたら、積極的に声をかけて

　　　　密生する桜が美しいとこ
　　　　覆う芝生と松、そして、

　
　

出があります。

旭山の麓に実家があります。旭山は標高174㍍の
まれは石巻市〔旧河南町〕北村で、県立自然公園

　ても結構ですので、ぜひ、

　参観」を行います。お孫

指しています。例年、実施している運動会や

たちとふれあってほしいと思っています。

　さんがいらっしゃらなく

19,919,972

　また、平成２８年度関係では、次の各〔案〕に

委嘱する議案が承認されました。

さん〔岩ノ沢部落会長〕」が選任されました。
〔※期間は前任者の残任期間です。〕
　また、東和中学校長の異動に伴い４月１日付で
赴任した「吉野幸信校長〔錦織１区〕」を参与に

①　錦織地域振興会関係〔事業計画・収支予算〕
②　東和総合運動公園管理業務〔収支予算〕
③　がんばる地域づくり応援交付金〔収支予算〕
④　登米市集落支援員設置業務委託〔収支予算〕
⑤　錦織公民館指定管理〔事業計画・収支予算〕
　議案第８号では「副会長１名欠員〔※昨年１２

　　　（電話／０２２０－５３－３００３）

　　　【発　行　所】錦織地域振興会

　　　【事務所・局】登米市錦織公民館

　　　（住所／東和町錦織字雷神山１５－３）

　

  【発　　　行】平成２８年５月１日

各〔案〕を原案どおり「承認」されました。
　提出した全会計〔５会計〕関係の歳入歳出の総
括表は次のとおりです。

平成２８年度錦織地域振興会「総会」

た。組織の構成である各自治会〔９自治会〕と団
体の代議員や役員など約５０名が出席しました。
　議事では、平成２７年度の事業報告並びに収支
決算と平成２８年度の事業計画並びに収支予算の

　
【錦織地域振興会　全会計歳入歳出決算総括表】

４月２５日〔月〕に開催

 錦織地域のコミュニティ組織「錦織地域振興会」
　

全議案 原案どおり「承認」５会計で 約３,０００万円を運用

歳出決算額

2,702,804

1,448,000

　

ていただければ幸いです。生まれた地を誇りに
思える子どもたちを育てていきたいと思ってい
ますので、今後ともよろしくお願いいたします。

　本校では、「地域とともにつくる学校」を目

とても温かく、日々気持ちよく生活していた思い

　

錦織小学校にお世話になってから早１年が経ちま
した。私は東松島市矢本に居住していますが、生

月末日で小野寺伸光・副会長辞任〕」に伴う副会
長選任の議案が提出され、審議の結果「千葉和広

　

〔平成２７年度分のみ〕(単位／円)
３０分から錦織公民館「軽運動場」で開催しまし

　　　　　岩渕善郎〔５区〕 ※役員紹介は
次月号で。

【副会長】岩渕俊文〔１区〕千葉和広〔５区〕
【監　事】平山利夫〔１区〕丸山祐亀〔３区〕 　

の平成２８年度総会を４月２５日〔月〕午後７時
会 　計 　名

①錦織地域振興会
　会計
②東和総合運動公
　園管理業務会計

④市集落支援員設

錦織地域振興会だより



　　


