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スポーツだより
町民総合体育館　☎ 697-4646　FAX 697-4907

開館時間　午前８時 30 分～午後９時（祝日を除く月曜日休館）

◆マレットゴルフ大会、ペタンク大会が終了！

　今年度の町民スポーツ大会（行政区対抗得点種目）の「第 25回マレットゴルフ大会」、「第 25回

ペタンク大会」が 8月下旬～ 9月上旬に町内で行われました。

　各チームとも上位入賞を目指し、熱戦が繰り広げられました。マレットゴルフとペタンクが終了し、

残すは 1月に行われる最終種目「輪投げ大会」のみとなりました。

　マレットゴルフ、ペタンクの両大会結果は次の通り。

 第 25 回マレットゴルフ大会.

　37 チーム 203 人が参加しました。

●優勝　流通センター

●準優勝　高田 2区

●第 3位　西徳田 1区

 第 25 回ペタンク大会 

　38チーム 193 人が参加しました。

●優勝　流通センター

●準優勝　広宮沢 2区

●第 3位　東徳田、藤沢

 町民スポーツ大会の途中経過を発表！ 

　町民スポーツ大会では 10月 1日時点で男女混合ソフトバレーボール大会、スローソフトボール大

会、マレットゴルフ、ペタンクの 4種目を終えました。現在の総合順位をお知らせします。

● 1 位　流通センター（140 点）

● 2 位　西徳田 1区（120 点）

● 3 位　高田 2区 (110 点 )

◆個人利用デーのお知らせ　10月の個人利用デーはありません。

◆楽々クラブ矢巾主催事業、参加者募集のお知らせ

　楽々クラブ矢巾では、「卓球バレー交流会」と「いきいき吹き矢」を開催します。

●申し込み・問い合わせ　火曜日～金曜日の午前 9時～午後 4時までの間に、楽々クラブ矢巾事務

局（町民総合体育館 2階☎ 611-2873）へ。

.卓球バレー交流会.

　卓球バレーは卓球台を使って、バレーボールのルールで行う、誰でも気軽に楽しめるニュースポー

ツです。

●対象・定員　一般 36人　※団体、個人のいずれも受け付けます。

●開催日時　11月 8日㈮　午後 1時 30分～午後 4時

●会場　町民総合体育館

●参加料　1人 200 円

●参加受け付け　10月 8日㈫～ 11月 1日㈮

 いきいき吹き矢 

　正しい姿勢と腹式呼吸は体力の向上及び健康の維持に役立ちます。吹き矢でトレーニングしてみま

しょう。

●対象・定員　一般 15人

●開催日時　11月 14日、21日、28日の各木曜日　午前 10時～正午

●会場　町民総合体育館剣道室

●参加料　会員無料　非会員 500 円（マウスピース代など）

●参加受け付け　10月 8日㈫～ 11月 12日㈫

白熱したマレットゴルフ大会
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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

※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

information
社会教育課インフォメーション

　町公民館では、夕暮れ時の映画

会を開催します。修行を諦めた落

語家と少年の交流を描くヒューマ

ンコメディ「もういちど」を上映

します。ぜひ、ご来場ください。　

※参加無料、事前申し込み不要

●日時　10 月 25 日㈮午後 6 時

30分～（上映時間 95分）

●場所　町公民館３階大研修室

●上映作品　「もういちど」

●問 い 合 わ せ　町公民館 ( ☎

697-2161）

　町民提案型の生涯学習講座「す

ぐに使える話し方＆コミュニケー

ション講座」を開催します。話し

方のプロから、実践的なコミュニ

ケーションのこつを学べます。

※参加無料

●日時　11 月 14、21、28 日の

各木曜日　全３回　午後 6時 30

分～午後 8時

●講師　FM花巻放送局長・落合

昭彦氏（元岩手めんこいテレビア

ナウンサー）

●会場　町公民館.第 3・4 研修

室

●対象者　町内在住、または町内

勤務の方　先着 15人

●申し込み・問い合わせ　町教育

委員会社会教育課生涯学習係（町

公民館内☎ 611-2852）

※申し込みは 10 月 4 日㈮から、

平日午前９時～午後９時に受け付

けます。

　町では、初心者を対象としたパ

ソコン教室を開催します。使用す

るソフトや端末ごと、基本的な使

い方を学べます。

●コース・日時　各土曜日、午前

9時 30分～正午

 エクセル 11 月 16 日

.インターネット.11 月 30 日.

.タブレット・スマートフォン操作.12

月 21 日　※タブレット、スマー

トフォンはご持参ください。

●場所　総合教育センター学院矢

幅駅前校（町駅東一丁目 13-36）

●定員・参加料　各コース 14人、

500 円

●申し込み・問い合わせ　10 月

4 日㈮～ 10 月 31 日㈭までに、

参加料を添えて町教育委員会社会

教育課生涯学習係（町公民館内☎

611-2852）へ。

※申し込みは平日午前９時～午後

5 時に受け付けます。

『うれしい　おいしい　はんぶんこ』

.宮野.聡子 /作・絵

ＰＨＰ研究所

　ある日りすのかあさんが、パウ

ンドケーキがおいしく焼けたの

で、半分をなかよしのうさぎさん

の家に持っていきましたが、お留

守のようだったので「なかよしの

ともだちより」と手紙をおいてき

ました。うさぎさ

んはいのししさん

かしら？とお礼に

にんじんゼリーを

半分もっていきま

した。そして…。

　おいしくできたから、半分おす

そ分けしようという優しさの連続

に心温まる絵本です。

町民提案による
生涯学習講座の開催

夕暮れ時の映画会
「もういちど」

大人のための
初心者パソコン教室

今月のおすすめ図書
やはぱーく図書センター

田園ホールで開催！
詳細は同ホール (☎ 697-5585)

　田園ホール軽音楽祭アコース

ティックライブの出演者を募集し

ます。　※参加無料

●日時　令和 2 年 1 月 26 日㈰　

午後 2時開演

●対象　音楽活動を行っている一

般の個人、グループ　定数 5組

※アコースティック演奏に限りま

す。

●演奏時間　15～ 20分

●申し込み　申込書に必要事項を

記入し、デモ音源を添えて、11

月 24 日㈰までに田園ホール窓口

へ。

●日時　令和2年3月1日㈰午後1

時30分開場、午後2時開演

●料金　一般3,350円.（当日3,850

円）、シニア2,250円、（当日2,750

円）、小中高生1,000円（当日1,200

円）※全席指定

●チケット発売予定日　11 月 2

日㈯　

　臨場感溢れるロビーでのコン

サート。ひきたてコーヒーが味わ

える喫茶コーナーもあります。

※入場無料

●日時　.10 月 19日㈯ ①午前 11

時～②午後 1時 30分～③午後 3時～

.10 月 20日㈰.①午前 11時～②

午後 1時～

●会場　田園ホールロビー

ロビーコンサートを
開催します

アコースティックライブの
出演者を募集しています

田園寄席・三遊亭白鳥
立川談笑　二人会


