※お詫びと訂正※
1 月 1 日発行の 「広報やはば」に以下のとおり誤りがありました。謹んでお詫びし、訂正させていただきます。
● 16 ページ 町民スポーツ・レクリエーション祭キック・ザ・ターゲット優勝者の氏名 誤）三浦宏愛 正）三浦広愛

町民総合体育館 ☎697-4646 FAX 697-4907
開館時間 8：30～21：00
（祝日を除く月曜日休館）

いつでも、どこでも、いつまでも
ひとり一スポーツを目指そう！
い ち

町民スポーツ大会終了 高田2区チームが総合優勝に輝く
第 38 回町民スポーツ大会が 1 月 13 日㈰の輪投げ大会をもって終了しま
した。輪投げ大会では各チームが熱戦を展開し、参加者は大いに盛り上がり

順位

チーム名

総得点

１位

高田２区

178 点

２位

西徳田１区

163 点

この結果、町民スポーツ大会の総合優勝は高田 2 区チーム。上位８行政

３位

広宮沢２区

137 点

区の成績は右表のとおりです。なお、大会の総合閉会式は 2 月 8 日㈮午後

４位

高田１区

118 点

６時から町公民館で開催します。

５位

南矢幅４区

115 点

６位

藤沢

110 点

７位

西徳田２区

100 点

８位

南矢幅６区

99 点

ました。大会の結果は、優勝が西徳田１区、準優勝が南矢幅 4 区、第 3 位
が広宮沢 2 区と高田 2 区となりました。

町民スポーツ大会は、だれでも気軽に参加できるスポーツ 5 種目（ソフ
トバレーボール・スローソフトボール・マレットゴルフ・ペタンク・輪投げ）
の成績を点数に換算し、その合計点を行政区対抗で優勝を競います。
※８位以降の順位は町体育協会ホームページで公開しています。

町スキー協会主催「スキーチャレンジカップ」開催
●日時

３月２日㈯受付：午前 8 時 30 分、閉会式：午後２時 30 分

●会場

岩手高原スノーパーク

●種目

ジャイアントスラローム

●定員

各部先着 30 人（小学 1・2 年生の部、小学 3・4 年生の部、小学 5・6 年生の部、中学生の部、

※現地集合、解散

一般の部）
●対象 町内在住でプルークボーゲン（ハの字）以上ができる方
小学生 300 円、中学生以上 500 円（リフト代、昼食代は自己負担）

●参加料

２月 22 日㈮までに申込用紙に必要事項を記入の上、町民総合体育館へお申し込みください。

●申し込み
●問い合わせ

矢巾町スキー協会総務部・昆信彦さん（携帯 080-1822-7735）

アロマヨガでリラックス！ 「楽々すぽ活」参加者募集中
楽々クラブ矢巾では、
スポーツを始めるきっかけづくり「楽々すぽ活」への参加者を募集します。今回は、
桜田正美先生の〝アロマヨガ体験〟です。ヨガで心身をリラックスして冷え予防をするとともに、アロマオ
イルでリンパのケアをしませんか？
●日時

２月16日㈯午後1時30分～午後３時

●内容 「アロマヨガ体験」
●場所

やはぱーく3階大研修室
一般

●対象・定員
●申し込み

先着20人

※参加無料

2月5日㈫～ 14日㈭の午前9時～午後4時の間に（月・土・日を除く）
、
楽々クラブ矢巾事務局（町

民総合体育館2階

☎611-2873）へお申し込みください。

※２月の個人利用デーは２日（土）午後1時～午後4時です。
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町公民館 ☎ 697-2161・2013 FAX 697-5581
町文化会館（田園ホール） ☎ 697-5585

町図書センター
13日～20日休館します

熊谷育美コンサート開催
入場無料【要整理券】

町民劇場第23回公演
皆さんぜひご覧ください

矢巾町図書センターでは、2 月
13 日から 20 日まで休館となり
ます。図書を総点検する作業（蔵
書点検）のためです。
なお、蔵書点検中の図書の返却
は、やはぱーく１階西側入口（矢
幅駅側）返却ポストを利用してく
ださい。
ご不便をおかけしますが、皆さ
んのご理解とご協力をお願いしま
す。
●問い合わせ 矢巾町図書セン
ター（やはぱーく内☎ 656-6620）

町では「熊谷育
美ピアノ弾き語り
コンサート」を開
催します。
熊谷さんは、宮
城県気仙沼市生まれ・在住のシン
ガーソングライターです。
楽曲
「月
恋歌」は、映画「劇場版ＴＲＩＣ
Ｋ霊能力者バトルロイヤル」の主
題歌。美しく心のこもった音楽を
ぜひお聴きください。
●日時 ２月 11 日 ( 月・祝 ) 午後
３時開演（開場は午後２時 30 分）
●会場 田園ホール（全席自由）
●入場料 無料（整理券が必要）
●入場整理券配布場所
田園ホール、ショッピングモール
アルコ、ナックス ( 紫波町）
※お一人様 4 枚までの配布です。
●問い合わせ 町社会教育課生涯
学習係（☎ 611-2851）

今年で 23 回目の公演を迎える
矢巾町民劇場では、煙山の民話を
もとにした「福の神よけない し
あわせはどこに 煙山の民話よ
り」を公演します。
福の神“よけない”を通して描
かれる「幸せ」とは何か－。
矢巾町に伝わる昔話にアレンジ
を加えた福の神の物語。どうぞお
楽しみに！
●日時 ①２月９日㈯午後 6 時
30 分開演、②２月 10 日㈰午後
１時 30 分開演 ※開場は開演の
30 分前
●場所 田園ホール（全席自由）
● 入 場 料 一 般 1,000 円、 小 中
高生 500 円（当日は各 200 円増）
※未就学児無料
●問い合わせ 矢巾町民劇場実行
委員会事務局（矢巾町公民館内☎
611-2852）

※田園ホール休館のお知らせ※
外壁などの改修工事を行います
ので、平成31年4月から9月頃ま
での平日は田園ホールは休館。
※窓口は通常どおり営業します。
※工期中の土日祝日は利用可能で
す。

田園ホール（☎ 697-5585）チケット販売中！

宝塚歌劇団星組仙台公演
バスツアー参加者募集

5月18日■
土

会場：仙台銀行ホール
イズミティ21
開演：午後2時

【公演】 ミュージカル・ロマン
「アルジェの男」
、
スー
パー・レビュー「ＥＳＴＲＥＬＬＡＳ～星たち～」
【対象】 町内に在住または勤務されている方 45人
【参加料】 9,500円（チケットＳ席7,300円、往復交
通費含む）※別途1,000円でお弁当をご用意します。
【申し込み】 ２月23日㈯午後2時から田園ホール窓
口で受け付けします。参加料を添えてお申し込みく
ださい。定員に達しない場合は、24日午後1時から
電話での申し込みを受け付けます。
※申し込み後のキャンセル、払戻しはできません。
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田 園 寄 席

桂米助・三遊亭白鳥
二人会
3月3日■
日
全席指定
田園ホール
開場13：30
開演14：00

チケット
好評発売中！

【料金】
一 般
3,050円
シニア
2,050円
小中高生 1,000円
（当日はそれぞれ500円増）
※シニア券は公演日までに
60歳以上となる方が対象
※未就学児の入場はご遠慮く
ださい。

※図書センター（矢幅駅東口「やはぱーく」2 階）
開館時間：午前 9 時～午後 7 時 （年末年始と毎週水曜日は休館） ☎ 656-6620

