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 令和２年度 第１９回岩谷堂地区振興会総会は、

5 月 1５日（金）に開催予定です。 

 令和元年度の事業報告、収支決算、令和２年度の

事業計画及び収支予算案について、各自治会、各運

営部から選出された評議員のみなさんにより審議

していただくものです。 

コロナウイルス感染症拡大防止の必要から、開

催が危ぶまれています。4 月 21 日の理事会で内容や総会開催について審議されます

がどうなりますことか。総会の内容等については次号でお知らせします。 

 

 

【市長メッセージ】 

 新型コロナウイルス感染症は、都市部を中心に患者が急増しており、4月 7日には東京都など７都府県 

を対象に「緊急事態宣言」が発令されました。16日には対象地域が全国に拡大され岩手県も対象となり 

ました。 奥州市においては、新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、感染拡大防止に努めておりま 

すが、この緊急事態宣言の趣旨を踏まえ感染拡大防止の効果が最大限発揮されるようあらためて市民の 

皆様に次の４つについてお願いするものです。（市 HPから要約） 

１ 感染予防対策 

  手洗いや咳エチケット等の感染対策の徹底と感染リスクが

高まる「密閉・密集・密接」の３密を避けてください。 

２ 体調管理 

    十分な睡眠や休養、バランスの取れた食事を心がけ免疫力

を上げてください。発熱や風邪症状がある場合は、かかりつけ

医等に事前に連絡のうえ受診してください。  

３ 岩手県外への往来自粛 

    外出自粛等の要請の趣旨を踏まえ不要不急の県外への行

き来を控えてください。 

４ 来奥者へのお願い 

    県外から帰省などで奥州市に滞在される皆様には２週間の健康観察や不要不急の 

外出自粛など慎重な行動をとるようお願いします。 

岩谷堂地区振興会 
（岩谷堂地区センター） 

江刺大通り 1-61 

電話・FAX 35-1201 

iway-enc@pup.waiwai-net.ne.jp 

令和２年度岩谷堂地区振興会総会開催？ 

＜場所＞ 

岩谷堂地区センター 

多目的ホール 

地区振興会総会 

＜日時＞ 

5 月 15 日（金）１８：３０～ 

 
拡大防止 
収束に向けて 



岩谷堂地区センターと総合運動場体育室で活動している、メンバー募集を随時行ってい
る団体の一覧です。やってみたいなと思うものがありましたら地区センターにお出でくだ
さい。連絡先紹介、見学などお手伝いさせていただきます。 
 
 
 
 

地区センター・運動場活動団体一覧

毎月お届けしているこの「たより」をご愛読頂きましてあり
がとうございます。
第２木曜日の発行としておりましたが、翌月のお知らせ
などをより充実するために今号から第４木曜日に発行す
ることとしました。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。

※コロナウイルス感染症防止対策のため、現在多くの団体が活動を自粛しております。 

 

    

 

  

 

【事務局から】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 月 10 日ソフトテニス大会、17 日市のきらめき

マラソン、27 日グラウンドゴルフ大会はコロナウ

イルス感染症防止のため中止となりました。 

定期曜日 時間 部屋 団体名 活動内容 人数 月会費・月謝 備考

月 8：45-13：00 会議室1 布フレンド 和服のリフォーム 15 1,300 月2回程度

月・木 15：00-19：00 研修室1 公文岩谷堂教室 学習塾 35 7,150～ 週2回

月 9：30-12：30 音楽室 国風流江雲荘吟詠会 吟詠の練習 13 2,000 月3回程度

月 19：00-21：00 音楽室 国風流江刺吟詠会 吟詠の練習 6 2,000 月3回程度

月 13：30-15：30 ホール 江刺フォークダンス協会 フォークダンスの練習 12 年 5,000 毎週

月 18：45-20：15 ホール きらきらクラブ ジャズ体操 7 1,500

火 19：00-21：00 音楽室 コーラス・スコーンズ コーラス 16 年 8,000

火 13：15-15-15 ホール 軽体操 コミュニケーション 6 1回 500 月2回程度

火
9：30-11：30，
19：00-21：00

ホール 江刺ダンス同好会 社交ダンス 15 年 2,000

水 9:30-11：30 ホール 岩谷堂太極拳同好会 太極拳練習 11 1,500

水 13：00-15：00 ホール 運動を楽しむ会 運動を楽しむ会 20 1,000 月3回程度

水 19：00-21：00 研修室１ えさし英会話サークル 英会話を楽しむ 12 1回 400

水 13：00-16：00 音楽室 岳風流江刺吟詠会 吟詠教室 46 2,200 月2回程度

木 19：00-21：00 音楽室 混声合唱団アミューズ 合唱団 32 1,000 毎週

水・木
9：30-12：30
13：30-16：30

音楽室
ライリッシュ・

江刺オカリナの会
オカリナ練習・
交流演奏会等

30 3,000 月2回程度

木 10：00-12：00 研修室1 習字の会 習字 6 1,500 月2回程度

木
10：00-12：00
19：00-21：00

ホール 奥州社交ダンスサークル 社交ダンスレッスン 21 1回 2,500

木 13：00-16：00 会議室1 江刺植物画同好会 植物画教室 12 年 10,000 月2回程度

金 9：30-15：00 会議室1 楽布の会 パッチワークキルト 10 1回 500

金 9：30-11：30 会議室2 江刺絵画同好会 江刺芸術祭絵画展 12 年 2,000

金 13：00-15：30 音楽室 江刺ユネスコ・コーラス コーラス練習 24 1,500

金 18：00-20：00 音楽室 津軽三味線小山流貢房会 三味線指導及び民謡練習 11 譜面代他

金 9：30-12：00 ホール ひよこの会 スクエアダンス 18 年 3,000 月3回程度

金 13：30-15：30 ホール 江刺フォークダンス協会民踊部 民謡踊りの学習・練習 7 年 6,000

土・日 10：00-12：00 ホール 江刺民踊会 日本民踊の練習 10 500 第4土・第2日

日 13：15-16：15 音楽室 うたごえ江刺 生バンドに合わせて歌う 30 1,000 月1回

月 13：30-16：00 体育室 卓友会 ラージボール卓球練習 17 照明代

金 18：00-20：00 体育室 トーラスｊｒ ミニバスケットボール 11 2,000

土 19：00-21：00 体育室 13区連絡協議会 13区民の健康促進 不定 無

不定期
音楽室・
ホール

千和会 おどり練習 10 3,000 年20回程度

不定期 19：00-21-00 会議室１ シュパースの会 ドイツ語学習 10 500 月1回

不定期 ホール Sky's 　The　Limit Sky's 　The　Limit 12 無

不定期
研修室２
ホール

水木楓華の会 日本舞踊 2 ～1万

不定期
研修室２
音楽室
ホール

國風流詩吟吟舞会 邦桜会 吟舞の練習 10 1回 1,000

不定期 研修室１ ゴトーボードゲーム会 ボードゲームで交流 5 1回 300

不定期 体育室 えさしガンバー’S バドミントン 30 1,500

不定期 研修室２ 西崎菊の会 日本舞踊 10 1回 3,000

５月 15 日（金）

予定 
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