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 ７月１日（日）、遠野市総合防災センターにおいて「遠野釜石地区支部消防操法競技会」が行わ

れ、ポンプ車の部遠野市代表（３チーム）の１つとして出場した青笹町の遠野市消防団第７分団

第１部が前回２位の雪辱を晴らして優勝、県大会への出場を決めました。 

 この競技会は２年に１度開催され、この日は遠野、釜石、大槌地区のそれぞれの操法競技会を

勝ち上がったチームが集い、日頃の訓練の成果を競い合いました。 

 優勝した第７分団第１部長の菊池守さんは「支部大会に向けては他の部の団員から練習や大会

で多くのサポートを頂きました。今回の優勝は第７分団全体で掴み取った優勝です。」と話してお

り、第７分団（青笹町）の結束力の高さもうかがい知ることができました。 

 快挙を達成した皆さん、県大会でのご活躍も期待しております!! 

 
 

第 11 回遠野釜石地区支部消防操法競技会 ポンプ車の部 結果 

１位 遠野市７分団１部 157点   ２位 遠野市９分団２部 156点   ３位 遠野市５分団４部 142点 

４位 大槌町 1-1 136点  ５位 釜石市 6-8 122点  ６位 釜石市 7-1 122点  ７位 釜石市 6-1 107点 

ミ
ニ
広
報 

平成 27年度 青笹町民大運動会 結果 

○総合成績        ○行政区対抗リレー  ○綱引き 

 優 勝 第８区 120点  男子の部       優 勝 第６区 

 準優勝 第２区 101点   優 勝 第７区   第２位 第１区 

 準優勝 第６区 101点   第２位 第５区 

 第４位 第４区  99点   第３位 第４区  ○最優秀応援賞 

 第５位 第３区  94点  女子の部       第２区 

 第５位 第５区  94点   優 勝 第６区 

 第７位 第１区  93点   第２位 第２区  

 第８位 第７区  84点   第３位 第８区 平成 27年度 青笹町民大運動会 結果 

○総合成績        ○行政区対抗リレー  ○綱引き 

 優 勝 第８区 120点  男子の部       優 勝 第６区 

 準優勝 第２区 101点   優 勝 第７区   第２位 第１区 

 準優勝 第６区 101点   第２位 第５区 

 第４位 第４区  99点   第３位 第４区  ○最優秀応援賞 

 第５位 第３区  94点  女子の部       第２区 

 第５位 第５区  94点   優 勝 第６区 

 第７位 第１区  93点   第２位 第２区  

 第８位 第７区  84点   第３位 第８区 

＜出場選手＞ 

指揮者 堀切 裕司 

１番員 馬場 貴之 

２番員 多田 和弥 

３番員 菊池 浩明 

４番員 小水内耕作 

補助員 菊池 誠雄 

 

県大会は、 

７月 29日（日）矢巾町

の『岩手県消防学校』

で開催されます。 

＜優勝した〝遠野市消防団第７分団第１部〟のみなさん！＞ 

平成 30年度 青笹町民野球大会 開催!!  

日時：平成 30年７月 29日（日）８時 30～開会式 場所：東中・青小グラウンド 



… わいわい館の事業 ７月行事予定表 
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

町民大運動会 

卓球の日 

 燃えるごみ 

 

燃えないごみ 

粗大ごみ 

区長会(地区セ) 
区長配布(地区セ) 
ＩＣＴ(地区セ) 
民児協定例会 

手芸クラブ 

笛吹の園(地区セ) 
笹っこ習字教室 

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ 

青笹町敬老会 

10：00～ 道 

卓球の日 

 燃えるごみ 

 

資源ごみ 

プラ ・紙 

 

ＩＣＴ(地区セ) 笛吹の園(地区セ) 

カラオケ 

 

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ 
とおの家族の日 

(毎月第３日曜) 

卓球の日 

 燃えるごみ 資源ごみ 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ・缶 

区長配布(地区セ) 

ＩＣＴ(地区セ) 

子育て村夏祭り 

なごみカフェ 

 手芸クラブ 

笛吹の園(地区セ) 

カラオケ 
笹っこ習字教室 

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 

  燃えるごみ 

 

資源ごみ 

プラ ・びん 

ＩＣＴ(地区セ) 

笹っこ習字教室 

笛吹の園(地区セ) わいわい産直 

  ＆バザー 

9：30～15：00 

２９ ３０ ３１ ８／１ ８／２ ８／３ ８／４ 

町民野球大会 

わいわい産直 

  ＆バザー 
9：30～15：00 

 燃えるごみ 

 

燃えないごみ 

粗大ごみ 

区長会(地区セ) 
区長配布(地区セ) 
ＩＣＴ(地区セ) 

笹っこ習字教室 

笛吹の園(地区セ)  

 

『青小だより』～青笹小学校からのお知らせ～ 

 

 

 

 ６月２３日（土）、今年度第１回目の資源回収が行われました。地域の方々からは、いつ

もながらにたくさんの資源を提供していただきました。誠にありがとうございました。ま

た、東中学校の生徒のみなさんにもたくさんご協力をいた

だきました。今回の収益金の額はまだわかりませんが、例年

通り東中学校と折半して、小学校はＰＴＡ活動費として、中

学校は部活動費として使わせていただきたいと思います。

本当にありがとうございました。 

 次回の資源回収は、９月２９日（土）の予定です。次回も

ご協力宜しくお願いします。 

 


