★室まち協会員団体の活動をご紹介

～ Part.１７
む ろ ね

つ ど

～集い語らい「力合わせてみんなで創ろう」豊かな室根！～

～

むろねちょうしだんかい

室根町史談会

室 根 町 史 談 会 創 立 30 周 年 記 念 誌 を発 行 しました！
令和３年度に創立 30 周年を迎え、記念式典や

＃おらほ自慢の景色！
＃おらほ自慢の景色！(４月のグランプリ風景)

記念講演会を実施した室根町史談会。そして同時
に進めていた３０周年記念誌がこの度完成したそうです！
記念誌には、室根町史談会会員の方々からの寄稿の他、千葉栄

今年度からスタートした#おらほ自慢の景色！

一会長による研究発表『神になった母～室根神社本宮の御袋神社

写真をお寄せいただきありがとうございます！

について語る～』と、渡邊精一副会長による郷土の地名伝説『「矢

「室根の４月の景色」として集まった写真の中

越」地名伝説』の掲載に加え、昨年の３０周年記念講演会で盛岡大

から、室まち協会員の投票で、グランプリ景色が

学名誉教授の熊谷常正先生にご講演いただいた『浮野遺跡の発掘

決定しました！これら集まった室根自慢の景色

と縄文文化』について、講演会資料を抜粋して説明文と共にまとめた

写真は、室まち協ホームページなどで室根町の

内容についても掲載されています。

PR に使用させていただきます♪

協賛金 300 円の返礼品として 1 冊お譲りするそうですので、気に
なる方は室根市民センターまでお問い合わせください。
会報発行時期の都合上、毎月１５日までにお

【写真】 左：千葉栄一会長

（電話：0191-64-2347）

右：小山太郎副会長

寄せいただいた写真でグランプリ選考をしていま
す。過去に撮影した写真でも OK ですので、次号

地域の話題

掲載#５月のおらほ自慢の風景写真は、５月１５

M・K Jr. 全日本小学生女子ソフトボール大会へ出場！！

日までにお寄せください♪ ※それ以降に応募い

令和４年３月 26 日（土）から愛媛県松山市で開催された「第

ただいた写真は別の形で紹介させていただくこと

15 回春季全日本小学生女子ソフトボール大会」へ M・K Jr．（川

もありますので、どしどしご応募ください！

崎、室根、藤沢、一関地区合同ソフトボールスポーツ少年団）
が出場し、室根町からは３人が選手として出場しました！

▮撮影した写真と一緒に①撮影場所 ②撮影時

今回応募いただいた４月写真はコチラ↓↓

期 ③撮影スポットの魅力 …などなどをお聞か
せください！

5 月はどんな景色が届くでしょうか～ 楽しみですね！

～お写真お待ちしています～

初戦で大阪ドリームズと対戦した M・K Jr．。結果は 10-0 で
初戦敗退となりましたが、全国の壁に果敢に挑んだその姿勢に
『あっぱれ‼』です！
※写真提供： M・K Jr. （川崎、室根、藤沢、一関地区合同ソフトボールスポーツ少年団）

今回の大会の優勝は「オールあきる野女子（東京）」で、準優勝は「石
〜ご注意下さい〜

神井スマイル（東京）」。３位には「安城エンジェルズ（愛知）」と初戦 M・K
▲室根山頂より(2021.4.18)

人物の顔が映っているものや、個人宅が特定

▲市民センター (2021.4.13)

Jr.と対戦した「大阪ドリームズ（大阪）」が入りました。もう 1 チーム岩手県

▲蟻塚公園(2019.4.29)

されるような写真は、個人情報保護の観点から

から出場した「いわさきソフトボールスポーツ少年団」はベスト８でした。

使用が難しい状況となっています。

２０年ほど前までは室根でも各地区でソフトボールや野球のチームが

個人宅で撮影された写真については、応募の

できていましたが、現在は町を超えた合同チームがどのスポーツも主流

許可をいただいてからご応募ください。
▲津谷川某所(2022.4.10)

▲釘子某所(2022.4.7)

今月号ラインナップ
レクリエーショングッズ貸し出します

さんの思いが、地域の宝である子ども達の支えになっていますね！

●会員団体の活動紹介●
室根町史談会記念誌発行

M・K Jr.全日本小学校女子ソフトボール大会へ出場！
←←詳しくは中をチェック ！

に。子どもたちに好きなことをやらせてあげたいという保護者や地域の皆

▲津谷川某所(2021.4.15) ▲バイパス (2019.4.7)

特産品開発プロジェクト 「三升漬け」商品名決定！！

【編集/発行】室根まちづくり協議会 (発行担当 S.N.)
TEL．0191-64-2347 / FAX．0191-64-3044
Mail. murone-machikyo@helen.ocn.ne.jp
〒029-1201 室根町折壁字大里 201-1（一関市室根市民センター内）
室根まちづくり協議会・室根市民センター

検 索

イベント情報等
随時更新！

公式ホームページはコチラ！⇒

（まち協ニュース）

◆室根まちづくり協議会

各部会＆ワーキンググループ＆若者グループの活動
安全で安心な
暮らしができるまち

生 活
福祉部会

レクリエーショングッズ貸出事業

産業振興・地域資源を
活用したまち

～ボッチャが仲間入りしましたっ！～

特産品開発プロジェクト
三升漬け商品名ついに決定！！

産 業

生活福祉部会では地域コミュニティの活性化に役立ててほしいと
レクリエーショングッズの貸出を行っています！
今年度はパラリンピックでも注目された「ボッチャ」が新たに仲間
入り！ルール説明や審判ができる職員もおりますので、興味のある団
体やグループ、サロン等の皆さんは、お気軽にお問
い合わせください！

振興部会

特産品開発プロジェクトで開発した青唐辛子と麹と醤油が原料の
「三升漬け」
。販売に向けてついに商品名が決定しました！
さんしょう づ け

『むろねの賛笑漬』です！

その名も･･･

（室根市⺠センター内）
▮住所︓室根町折壁字⼤⾥ 201-1

ボッチャ
白い目標球に，自分の

白熱するのはコレ‼

▮電話︓0191-64-2347

ラベルデザインや販売時期などについては今後お知らせいたしま
すのでお楽しみにっ♪

室根町へ転入された世帯のみなさんへ
緊急時に慌てずに
対応できるよう、連
絡先などが書かれ
たカードです。

チームのボールを近づ
けて得点を競うゲー

お月様 ﾊﾞﾗﾝｽｹﾞｰﾑ
三日月型のお月さまに、三種類の
太さの円筒形のブロックを積み上
げて遊ぶバランスゲームです。

ブロックス

サボテン ﾊﾞﾗﾝｽｹﾞｰﾑ

４人で行います。４人そ
れぞれに同じ色のピース
２１個を配ります。最後
に一番多くピースを盤に
置けた人が勝ちです。

本体となる部分に、大きさの異な
る６色のカラフルなサボテンを
さします。最後まで落とさず、バ
ランスを取った人が勝ちです。

指先の運動にオススメ‼

ムです。

室まち協では、昨年４月末～５月
末に室根町内全戸へ「むろねあんし
んカード」と「室根地域づくり計画」
を配布しましたが、昨年 5 月以降に
室根町に転入された方には、残念な
がら配布できておりません。お心当
たりの世帯の方がおりましたら、室
まち協（室根市民センター）窓口に
てお申し出ください！

☝「室まち協ってなに？」と思っ
ている方。活動の目標課題が記
載されていますので、是非目を
通してみてくださいね！

※昨年全戸へ配布しておりますが、追加で
必要な方には随時窓口にてお渡ししてお
ります。お気軽にお申し出ください♪

【本紙に掲載したい話題はありませんか？】
★本紙では、室根まちづくり協議会の会員団体の取り組みや、地域の話題などを紹介しています。
スタッフが取材に伺いますので、情報がありましたらお気軽にご連絡ください♪

将 棋

世代間交流に最適‼

オセロ

※各自治会についても自治会連合会や自治会振興会で室まち協の会員になっています。

◎連絡先：室根まちづくり協議会（電話番号：0191-64-2347／FAX：0191-64-3044）
ことわざかるた

魚魚合わせ

▮令和４年３月末の室根地域の行政区別人口と世帯数
浜横沢地区
行政区

1区

2区

3区

4区

5区

6区

世帯数

62

78

67

58

110 (ｰ1)

62

人口

175 (-1)

215

166

地区別計

麻 雀

囲

碁

百人一首

折壁地区

265世帯

8区

上折壁地区

釘子地区

津谷川地区

9区

10区

11区

12区

13区

14区

15区

16区

17区

76

153

149

100 (+1)

75

86

74

73 (+1)

58 (+2)

63

37

34

157 253 (ｰ1) 171 (ｰ3) 393 (ｰ9) 458 (ｰ1) 221 (+1) 280 (ｰ2) 386 (ｰ3) 306 (ｰ1) 211 (+1) 230 (ｰ2) 216 (ｰ1) 185 (+3) 167 (+8)

161

110

84

713人(-1)

7区

世帯数 1,777 世帯(±0)／人口 4,545 人(-11)

161 (ｰ4) 201 (+1)

763世帯(-4)

1,776人(-15)

249世帯(+1)
692人(-4)

235世帯 657人(-2)

18区 19区 20区

265世帯(+3) 707人(+11)

※()内数字は、前月からの増減

