
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 19回 

多年にわたり地域社会や町の発展に尽くした方々
を敬愛し長寿をお祝いいたします。 

今年 米寿を迎えられる 23 名の皆さんをご紹介します。

おめでとうございます!!! 

日 時 ９月 15日（日） 

 午前 10時 30分～13時 00分(受付 10時～) 

会 場 中央生涯教育センター 多目的ホール 

対象者 昭和 20年 4月 1日以前に生まれた 

永岡地区住民(75歳以上の方) 

内 容 式典およびアトラクション 

行政区 人数 

下百岡 40 

上百岡 47 

下永徳寺 44 

上永徳寺 40 

細 野 68 

野 崎  25 

上永沢第一 62 

上永沢第二 26 

下永沢第一 60 

下永沢第二 43 

 合計 455 

 

[問合せ] 永岡センター ℡４４－６０６８ 

所長のつぶやき 

～禁酒～ 

 ある宴席ですっかり酩酊してしまい、不覚

にも久々の失態を演じてしまった。数日後、

あの時のメンバーの一人と酒席を共にした。

「あれ？あれ以来禁酒をしていると聞いた

けど…」「いや…執行猶予が付いたんです」 

い つ ９月２日(月)午前 10 時～午後２時 

どこで 永岡センター ふれあいホール 

参加費 材料代実費 

持ち物 エプロン、飲み物、タオルなど 

8/29 までに永岡センターへ申込下さい。 

R1.7.1 現在 

令和元年８月２２日発行 ― 第 377号― 地区館だより 

永岡地区生涯教育センター 

住所 金ケ崎町永沢堀切後 18-4  

TEL・FAX 44-6068 

髙橋  嘉吉 さん（下永徳寺）  

朝倉  光子 さん（下永徳寺）  

柴田  キヨ さん（上永徳寺）  

柴田  武男 さん（上永徳寺）  

佐々木  實 さん（ 細 野 ） 

佐々木 フヨ さん（ 細 野 ） 

千田  ハル さん（ 細 野 ） 

髙橋 ミネ子 さん（ 細 野 ） 

及川 ノブ子 さん（ 野 崎 ） 

村上  スヱ さん（ 野 崎 ） 

阿部 アイ子 さん（上永沢第一） 

及川 ミツ子 さん（下永沢第二） 

阿部 ハツ子 さん（下百岡） 

高橋 ハシメ さん（下百岡） 

髙橋 サワ子 さん（下百岡） 

及川  タキ さん（下百岡） 

千葉  梅男 さん（上百岡） 

及川  輝夫 さん（上百岡） 

松本 ミドリ さん（上百岡） 

髙橋  秀夫 さん（上百岡） 

青 木  倭  さん（下永徳寺） 

朝倉 イソ子 さん（下永徳寺） 

朝倉  武夫 さん（下永徳寺） 

 

♬みんなで楽しくお料理会をします♬ 
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行政相談を行います。 

相談は無料、秘密厳守です。 

日時 9 月 26 日(木)10:00～12:00 

会場 永岡センター 談話室 

月 日 内 容 時 間 場 所 

8/23(金) 永岡清流太鼓の会(8/30) 19:00～21;00 ふれあいホール 

8/24(土) K.B.C 9:00～12:00 体育館 

8/25(日) チーム D.D（毎週日曜日） 9:00～15:00 体育館 

8/26(月) 人生大学 移動研修 9:00～16:30 花巻市方面 

9/1(日) 町民スポーツ大会（反省会） 16:00～ 研修室 

9/2(月) ながままサークル 10:00～14:00 ふれあいホール 

9/6(金) 第 2 回敬老会実行委員会 19:00～21:00 会議室 

9/8(日) 岩手県知事・岩手県議会議員選挙投票所 7:00～18:00 ふれあいホール 

9/13(金) 永岡地区子ども会育成会 18:30～21:00 会議室 

9/14(土) 金ケ崎リトルシニア 12:30～15:30 体育館 

9/15(日) 永岡地区敬老会 10:30～13:00 中央センター 

9/19(木) 中学生まちあるき体験 9:00～15:00 会議室・地区周辺 

9/21(土) 永岡幼稚園運動会（雨天時）  体育館 

9/24(火) 

～25(水) 
水処理センター説明会 13:00～16:00 研修室 

9/26(木) 
行政相談 10:00～12:00 娯楽室 

自治会長・生涯学習推進員会議 19:00～21:00 ふれあいホール 

 

 

町内６地区対抗で開催されます。 
選手の皆さん頑張って下さい。 

雨天時は、屋外種目（軟式野球、ｽﾛｰﾋﾟｯﾁｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ）は中止になります。 

★ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ：街地区ｾﾝﾀｰｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ★ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ A,B ﾁｰﾑ：和光ﾄﾞｰﾑ 
 

応援よろしく 

お願いします！ 

9/12・10/17・11/14・12/19 

R2.1/16・2/20・3/12(いずれも木曜日) 

【申込・問合せ】金ケ崎町社会福祉協議会☎44-6060 

令和元年度運行予定

日 

実施日の 1 週間前までにお申込み下さい。詳しくは 

金ケ崎町社会福祉協議会までお問い合わせ下さい。 

帽子・ジャンパー・手袋など、心当たりのある方は

センターへ連絡をお願いします。9/30(月)までに連

絡がない場合は処分しますので予めご了承下さい。 

交通手段がなく買い物に出かけるのが難しい 

在宅高齢者の方々を支援します。 

 
軟式野球：Aコート 
 第 1 試合 三ヶ尻 vs 永岡 

 第 2 試合 永岡 vs 西部 
※軟式野球のみ 8 時 30 分試合開始 

森山野球場 
 
卓球：Aコート 

 第２試合 三ヶ尻 vs 永岡 

 第３試合 街 vs 永岡 

街地区体育館  
ｽﾛｰﾋﾟｯﾁｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ：Bコート 
第１試合 永岡 vs 北部 

第３試合 永岡 vs 三ヶ尻 

荒巻公園 

 
ビーチボールバレー(男子)：Bリーグ 
 第４試合 街 vs 永岡 

 第６試合 南方 vs 永岡 

ビーチボールバレー(女子 30歳以上)：Bリーグ 

 第４試合 北部 vs 永岡 

 第６試合 南方 vs 永岡 

ビーチボールバレー(女子 50歳以上)：Bリーグ 

 第４試合 南方 vs 永岡 

 第６試合 三ヶ尻 vs 永岡 

 
ソフトバレーボール(男子)：Aリーグ 
第３試合 南方 vs 永岡 

第５試合 西部 vs 永岡 

 
ソフトバレーボール(女子)：Bリーグ 
第４試合 三ヶ尻 vs 永岡 

第６試合 西部 vs 永岡 

 

文化体育館 
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