
　 　
　

　

　 　

ました。当会議には役員・部員等５０名が出席。

きまして、錦織地域振興会の会長に選 く展開され住民の交流が活発となり、住

任され就任いたしました。身の引き締 民参加のもと地域おこし等に結びついて

会　　計 公民館事務職員 担当職員 防災環境部 菅原洋子／６区 箕浦博実／４区

を実施し、原案どおり全て可決されました。

　本年度から組織体制の見直しを図る観点から、・

役員数の減〔４名〕・５部の各部長は理事から　・

副部長は加入団体から　それぞれ選出する「部会」

と部員全員の全体会議が６月２５日〔金〕の夜開か

れ紙面紹介のとおり決定。また、各部毎に所管する

事業等を職員が説明。今後、錦織地域振興会組織の

「部」の位置づけを明確にし、意思決定等の対応を

〔代議員４６名／全員提出〕

　錦織地域振興会の令和３年度総会が代議員による

期でもあり、早く収束をと願っている 会長・猪股勇亀 治会や各団体等の皆様のご理解とご協力

　ところでもあります。 〔３区／６９歳〕 をよろしくお願い申し上げる次第です。

中止、または延期等になり、残念な時 錦織地域振興会 の業務に対応しています。それには各自

関係で市内外では、事業やイベントが 約4,６00万円の予算で施設運営や事業等

まるのを感じております。岩渕前会長 きたものと確信しております。また、錦

にはこの4年間のご尽力に心から感謝 織公民館と東和総合運動公園の両施設を

を申し上げます。昨年度からコロナ禍 登米市から指定管理者として受託し、年

総　務　部 加藤武彦／１区 大内　治／２区

錦織１区部落会長 加藤　武彦 地域振興部 及川総一郎／５区

　６月の「書面議決」による総会にお 　当会には公民館を含め様々な事業が多

体　育　部 主藤孝志／３区 箕浦春夫／４区

猪股栄治／３区

錦織４区会長 齊藤　和幸 文　化　部 佐藤孝幸／２区 丸山祥子／花泉町

会　　長
推薦理事

安全協会錦織支部女性部長 菅原　洋子

錦織３区体育振興員 主藤　孝志

錦織小PTA会長 阿﨑　文寿

事務局長 錦織公民館長 猪股　良雄

監　事

大清水自治会副会長 及川　寛二

大清水自治会長 岩渕　克則 〔全体会議の写真〕

岩の沢部落会長 千葉　和広

【部長・副部長の紹介】

錦織地場産品PR隊長 及川総一郎 部　　　名 部長名／区名 副部長／区名

会　長 錦織３区長 猪股　勇亀

浅草心和会長 猪股　裕司

錦織４区会長 齊藤　和幸理　事

錦織１区部落会長 加藤　武彦

城内町内会長 及川　隆志

内の目恒心会長 佐藤　孝幸

川畑部落会長 田村　市郎

入沢部落会長 佐藤　徳夫

岩の沢部落会 千葉　文男

錦織５区長 小野寺伸光

錦織６区長 千葉　正一

監事〔新2名〕も原案〔紙面参照〕どおり承認され

市立東和中学校長 千葉　純子

錦織３区長 猪股　勇亀

錦織４区長 箕浦　信幸

錦織１区長 加藤　武彦

錦織２区長 後藤　文郎

素早くしていく方針の説明がありました。

尚、役員改選については、会長・副会長〔新２名〕

役職名 所属〔構成団体〕 氏　　　名

顧　問

元　会　長 及川　守男

元　会　長 宮﨑　禎義

前　会　長 岩渕　俊文 「書面議決」で行われ、６月８日に開封及び集計等

総会「書面議決」／ 議案
原案どおり全て可決
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市立錦織小学校長 後藤　あい

副会長
錦織１区部落会 熊谷　幸男
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 〕で了承されました。コロナウイルス感染症の関連が

　６月２５日に開かれた「役員会及び全体会議」にお

これまでのようにはいかないことも多

 いて、今年開催予定〔９月１２日・日〕の錦織地区市
 民運動会は「中止」にすることを決定しました。

　市民運動会を所管する「体育部」には、理事や各区

 体育振興員等に事前に同運動会開催可否を協議する旨

 をお知らせしており、体育部で協議した「中止」の結
 果を尊重し、役員会及び全体会議〔理事や各部員参集

　

　

　

　

〔大崎市〕

校長・後藤　あい

登米市立錦織小学校

錦織市民運動会／今年も「中止」

 員の皆様の御意見からは、子供たち

　

えていきたいと考えています。

　 の講師など、数多くの御支援をいた

 だいておりますことに、心から感謝

 を申し上げます。

　 また、学校運営協議会における委

のだと思います。感染症対策のために、

いと思いますが、地域の宝である子供

たちの育ちを、地域の皆様とともに支

　

 　4月に転任してまいりました。錦

 学んでいます。

予定予定

緒に外出してみたい 長してもらうと大変

　と思っています。 〔１区／８８歳〕 〔２区／８０歳〕 助かるのですが‥。

は、一人だと不安な には感謝です。利用

ので利用していませ するのが楽しみです

ん。今後、誰かと一
及川ミエ子さん 小野満喜子さん

。午後３時以降も延

感謝しています。内 しています。時間通
科と歯科に利用して りと調剤薬局までの

いますが、それ以外 　 運行等に運転手さん

〔片道料金〕 〔問合せ・申込みは公民館へ〕

　デマンドタクシー 毎月２回、内科と循

は素晴らしい制度で 環器科の通院に利用

東和町内１回利用３００円
　

※登録受付はいつでも可

中田町内１回利用４００円 ※登録された方のみ利用可

 　まだ収束されていない状況から判断したものです。

　

　錦織地域の特産品や観光名所等、新たな魅力等を再発見

しながら、地域おこしを展開しようと令和２年度事業とし

て「錦織ガイドマップ」を作成。錦織地域の飲食店や地場

産品、伝統芸能等をマップ図の中で位置等を紹介。A３版

サイズを二つ折りにしたカラー刷りのマップを６月に全戸

配布しました。また、公民館や運動公園に地域外から訪れ

る方に公民館入口の「案内看板」にも紹介しております。

「錦織ガイドマップ」作成

 織小学校５７名の子供たちと一緒に

 　地域の皆様には、子供たちの健や

　

 かな成長のために、読み聞かせや除

 草作業、登下校の見守り、歴史探訪

のみならず、錦織地区全体のことを考

えて活動されていることを感じ、感激

しました。素晴らしい大人のモデルが

身近にいて、たくさんの方々に見守ら

れて生活しているからこそ、錦織小の

子供たちは素直で明るく成長している

「錦織地域振興会・錦織公民館」の

錦織公民館・錦織地域振興会の各種催し等の内容

や貸出申請書等の手続き等を掲載しています

ホームページは「錦織公民館」で検索

「錦織出前タクシー」利用者の感想

行先は「登録された場所・拠点のみです」

予約受付はタ

クシー業者へ

市民運動会開催の可否を協議する「体育部」

会議〔６月２５日／公民館・研修室２〕
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今年度もよろし

くお願いします

公民館入口の看板に「錦織

ガイドマップ」を作成


