
スポーツだよりスポーツだより

町民総合体育館　〒 028-3615 矢巾町大字南矢幅 13-118町民総合体育館　〒 028-3615 矢巾町大字南矢幅 13-118
☎☎ 697-4646　FAX697-4907697-4646　FAX697-4907
開館時間　午前8時30分～午後9時（祝日を除く月曜日休館）開館時間　午前8時30分～午後9時（祝日を除く月曜日休館）
メール y-taikyou3@trad.ocn.ne.jpメール y-taikyou3@trad.ocn.ne.jp
ホームページ http://yahaba.taikyou.netホームページ http://yahaba.taikyou.net

※新型コロナウイルス感染症対策のため、広報紙に掲載済みの行事が延期・中止となる場合があります。
また、行事に参加する場合はマスク着用や消毒など、感染症対策へご協力ください。

　町体育協会や楽々クラブの各種大会、教室へ参加する方は、運動時以外のマスク着用や手

指消毒など感染症対策にご協力ください。また、発熱やせきがある場合など、体調が悪いと

きは参加の自粛をお願いします。

　各行事の申し込み方法など、詳細はQRコードから町体育協会ホームページをご覧ください。

◆個別フィットネスレッスン開催中！

　町体育協会は、町民対象の個別フィットネスレッスンを開催しています。お気軽にお問い合わせく

ださい。※要電話予約

●内容　1回 30分のトレーニング指導・メニューの提案

●対象　一般のトレーニング室利用者

●期間　3月 31日㈭までの町民総合体育館開館時間内（午前 9時～午後 9時）

※施設の貸館状況や職員の勤務状況などにより対応できない場合もあります。

●場所　町民総合体育館トレーニング室

●参加料　1回 500 円　※施設利用料は別途かかります。

●申し込み　利用予定日前に、町民総合体育館へご連絡ください。

◆スポーツ指導員を派遣します

　町体育協会は、地区のレクリエーションや子ども会行事などのイベントへ、スポーツ指導員の派遣

を行っています。指導内容は、各年齢層に応じた健康・体力づくりの軽運動から、ニュースポーツ、

ラジオ体操や親子でできる体操など、ご相談に応じていますので、お気軽にお問い合わせください。

◆白沢ベアーズスポーツ少年団が清掃活動を実施

　学童野球チーム「白沢ベアーズスポーツ少年団」が11月27日㈯、地域貢献

活動の一環として白沢集落センター周辺の清掃活動を実施しました。選手や

指導者、保護者など28人が周辺道路のゴミ拾いなどを行い、普段利用してい

る施設の維持管理に寄与しました。

◆個人利用デーのお知らせ　1月の個人利用デーは 1月 9日㈰午後 1時～午後 4時

清掃活動する選手ら

　矢巾町民劇場は第 25回公演を上演します。２

年ぶりの公演となる今回は、過去公演の番外編 2

本を上演。右には、各公演のあらすじを掲載して

いますので、ご覧ください。

●会場・開演日時　田園ホール..① 2月12日㈯午

後6時30分.②2月13日㈰午後1時30分

※開場は30分前

●入場料（全席自由）　前売り一般 1,000 円、小中

高生500円（当日は各 200 円増）※未就学児無料

●プレイガイド　田園ホール、アルコ.など

●問い合わせ　実行委員会事務局（町公民館内☎

611-2852）

矢巾町民劇場第 25回公演
過去作品の番外編を上演します

閻魔様の部屋　平成 30 年 第 22 回・生まれ変わった若者より

　閻魔大王の間に亡くなったおばあさんが来る。閻魔の裁きは

「極楽」だが、おばあさんは地獄行きを希望。「立派な事をしなかっ

た、夫の病気を気付けず先立たれてしまった…」とおばあさん。

　説得も届かず、閻魔がおばあさんに根負けした時、お地蔵さ

まが救済に。おばあさんの生前の言動、愛をもって人に尽くし

たことなどをあげるが…。

産直さっこい さぁどっこい！ 平成26 年   第18 回・Life ♪～素晴らしき世界～より

　相変わらず楽しそうに歌う産直さっこいのメンバーたち。産

直にはクラフト売り場ができ、インターンシップ生もいて、少

し様変わり。シズ、ミワ、トモの「三ばば」が YHB 音楽祭に孫

たちと出演してから 7 年。それぞれ、生活の変化に悩んでいた。

　そんなとき以前、YHB 音楽祭にシズたちが出たことを知る子

どもから「また一緒に参加しよう」と誘われ…。

町民劇場第 25 回公演　あらすじ
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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

文化スポーツ課インフォメーション

　町は、伝統文化体験教室を開催

します。日本の伝統文化に触れら

れる貴重な機会で、日本舞踊の金

山踊りが体験できます。

　参加対象など、詳細は町ホーム

ページ（QR）をご覧くだ

さい。

※参加無料、要申し込み

●日時・定員　1月 30日㈰午前

10時～午前 11時 30分　10人

●講師　盛岡芸妓　よう子姐さん、

治子姐さん、富勇姐さん

●会場　町公民館 2 階第 1・2 講

座室

●服装　白足袋または白くつ下、

可能であれば浴衣か着物

●問い合わせ　役場文化スポーツ

課生涯学習係（☎ 611-2852）

　岩手県文化財愛護協会は、岩手

県民俗芸能フェスティバルを開催

します。町内の北郡山さんさ踊り

保存会などが出演しますので、ぜ

ひご来場ください。

　なお、入場には整理券が必要で

す。詳細はお問い合わせください。

●開催日時　1月 16 日㈰午後 1

時～午後 4時 30分（開場は正午）

●会場　県民会館大ホール（盛岡

市内丸 13-1）

●整理券　県民会館、岩手県文化

財愛護協会（盛岡市上田松屋敷　

県立博物館内）で無償配布

●問い合わせ　岩手県文化財愛護

協会（☎ 661-9688）

※受け付けは火・金曜日の午前 9

時～午後 5 時

盛岡芸妓を講師に開催
伝統文化体験教室

県民俗芸能フェスティバル
北郡山さんさ踊りが出演

　お弁当につ

いてくるお醤

油いろのお魚

が東京駅から

旅に出ました

よ。電車の窓

から流れる風

景を見ていたら、「パッチン！」。

音がした方に行ってみると…

わっ！チキン弁当だ！今度は窓か

ら海が見えて気持ちいいなあと

思ったら、また音がしたよ！今度

はシュウマイ弁当だ！

…電車から見える風景とおいしそ

うな駅弁がたくさん出てくる楽し

い絵本です。

「えきべんとふうけい」

マメイケダ /作

あかね書房

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！田園ホールで開催！

　恒例の田園ホール軽音楽祭アコース

ティックライブを開催します。

●開演日時　1月 29 日㈯・30 日㈰午

後 1時 30分（開場午後 1時）

●料金（全席自由）　前売り・当日とも

500円　※未就学児無料

●出演　2日間で計12組が出演。

  1月29日㈯1月29日㈯  

Hakarae.to.Good./.Lemon.Tree/

音羽/RAKKO/さとう/ムーミンマム

..1月30日㈰1月30日㈰..

フロムソウル / 紫音 / 高橋れい /

Garnet/HEART-MONIX/ 超音派゜

●プレイガイド　田園ホール、総合衣

料かわむら、昆源本店、アルコ

田園ホール軽音楽祭
アコースティックライブ

詳
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やはラヂ！でも放送中（詳細 27 ～ 28㌻）

　チーム全員で闘うという気持ち。助け

合い、補い合える。自分よりもチームを

考えられていることが団結力につながっ

ている。

　泥臭く、一つ一つのプレーに全力を込

めたい。それが、チームの勝利につながっ

ていくと考えている。

静岡県出身

今シーズン（2021-22）から加入

11 大澤 歩選手

岩手ビッグブルズアンテナ
チーム情報をお届け！

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

　復興のシンボルでもあるブルズへの

加入に自覚と責任を新たにする。

　休日はカフェ巡りや公園へ遊びに行

くなど、家族サービスも欠かさない。

詳細は同ホール

（☎ 697-5585）

町郷土芸能大会を中止します町郷土芸能大会を中止します

　町郷土芸能保存会と町が例年 1 月に開催している町郷土芸能大会は、新型

コロナウイルス感染症対策のため中止します。

●問い合わせ　役場文化スポーツ課文化財係（☎ 611-2860）
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