
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。

◆町民登山の参加者を募集します！

　岩手県と秋田県の県境のなだらかな高原台地・八幡平で実施します。予定しているコースは初心者
向けの登りやすいコースとなっています。また、下山後は八幡平ハイツでの入浴もあります。先着順
の受付となりますので、お早めにお申し込みください。
●日時　9月11日㈰午前6時30分受付から午後5時15分解散予定
●場所　八幡平（標高：1,613m./八幡平市）＊会場までバス送迎
●コース　茶臼岳登山口～茶臼山荘～茶臼岳～黒谷地湿原～源太分かれ～陵雲荘～八幡平山頂～八幡
平山頂レストハウス　歩行時間：約4時間（休憩含む）
●対象・定員　町内居住または在勤の小学4年生以上　先着20人※中学生以下は大人の同伴が必要
●参加料　5,000円（中学生以下4,700円）※保険料・入浴料含む
●申し込み　8月16日㈫～ 9月2日㈮の町民総合体育館の開館時間内（毎週月曜は休館日）に、参加
料を添えて町民総合体育館へお申し込みください。
◆臨時休館のお知らせ　8 月 23 日㈫～ 25日㈭の 3日間は、館内で清掃工事を行うため臨時休館と
なります。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
◆個人利用デーのお知らせ　8月の個人利用デーは 14日㈰の午後 1時～午後 4時です。
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　町は第 22 回矢巾町ロード
レース大会を開催します。事
前に感染症予防対策マニュア
ルの内容を確認、了承の上お申し込み
ください。大会要項や申込方法などの
詳細は町ホームページ（QR）をご確
認ください。
●日時・会場　10月 2日㈰..役場前を
午前10時スタート（受付午前8時～
午前9時）
●参加料　大人 3,000 円、高校生 1,000
円、小・中学生500円、家族ペア3,500円
●表彰・特典　各部6位まで表彰
※賞状と賞品、参加者全員への参加賞
や入浴券などの特典あり。
●参加資格　県内在住で自分の健康に
自信のあるアマチュア競技者
●申し込み・問い合わせ　8月31日㈬
までに、参加料を添えて大会実行委員
会（町公民館内☎697-2161）へ持参
（平日午前9時～午後5時まで）、また
は郵便振り込み、RUNNET（http://
runnet.jp）をご利用ください。

町ロードレース大会
3 年ぶりに開催します

●コース紹介 ●種目・人数など
種目 種目名 スタート

時刻
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200人

男子高校生〜34歳

10：40

男子35〜49歳

男子50〜59歳

男子60歳以上

女子高校生以上

5㎞
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男子中学生
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男子高校生

男子34歳以下
（高校生不可）

男子35歳以上

女子高校生以上

3㎞

先着
100人

男子小学生
（4年生〜6年生）

10：00女子小学生
（4年生〜6年生）

女子中学生

2㎞
先着

50組/100人

家族ペア
（4歳〜小学3年生
までの子を含む）

10：05

※中止する場合は、町ホームページでお知
らせします。

令和元年に実施した大会の様子
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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、名誉町民の故・小原啄葉
氏を顕彰し、俳句大会を開催しま
す。皆さんから俳句を募集します
ので、ぜひ投句をお願いします。
※投句無料
●日時　9月 18日㈰午後1時～
●会場　やはぱーく3階大研修室
●投句概要　1人 3句　季語の時
期は問わず、「啄葉忌」も可
●投句方法　申込書に記入し、事
務局に持参・郵送・FAXでご提出
ください。
※申込書は町公民館、町ホーム
ページで取得できます。
●申し込み・問い合わせ　8月22
日㈪までに、役場文化スポーツ
課（〒028-3692..矢巾町大字矢幅
13-123..町公民館内☎611-2852.
FAX697-5581）

小原啄葉氏を顕彰
俳句大会を開催します

　がさつで横柄な
83歳の祖父と慎重
で几帳面な25歳の.
孫、年齢も価値観
も違う二人がひょ
んなことから二人
暮らしをする物語です。終戦後を
必死で生き抜いてきた昭和時代の
祖父の視点と、令和を生きる孫の
視点が交互に描かれ、祖父の知ら
れざる人生が明かされる。時代が
違うせいでぶつかることが多い二
人だが、カレーを食べる時は仲良
くしていけそうな気がする。そこ
にはたとえ時代が変わっても人生
を精一杯生きるという変わらない
物語がありました。
「カレーの時間」
寺地はるな/著　実業之日本社

今月のおすすめ図書
やはぱーく図書センター

田園ホールのイベントを紹介！田園ホールのイベントを紹介！

　３年ぶりに復活するロビーコンサートの出演者を
募集します。※参加無料
●日時　 9 月 17 日㈯ 9 月 17 日㈯..①午前 10 時 30 分.②
午後 1時 30分.③午後 3時.. 9 月 18 日㈰ 9 月 18 日㈰..
①午前 10時 30分.②午後 2時...のいずれか
●対象　歌、楽器演奏、ダンスなど、ロビーで公
演可能なもの（選考あり）※音量などの制限でお
断りする場合があります。
●演奏時間　1団体 30分以内
●申し込み　8月14日㈰までに、申込用紙に記
入のうえ田園ホール窓口までお申込みください。
※申込用紙は田園ホール窓口、またはホームペー
ジから取得できます。

●期間　9・10月の休館日、一般利用日を除くホー
ル空き時間
●対象　県内の小学生以上　※声楽や管楽器を
伴う練習などはできません
●料金（1 時間ごと）　一般 2,000 円　小中学
生 1,000円　音楽教室 5,000円
●申し込み　8月 25日㈭午前 10 時から受付開
始

　数々のメディアで紹介され話題を呼んでいる、
異才ピアニストが、田園ホールで公演します。
●日時　11月20日㈰開演午後 2時
●料金・発売日　全席指定.一般3,050円、小中
高生1,000円（当日各500円増）.8月20日㈯～
●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　など

ピアノスペシャルキャンペーン第 2 弾を開催

紀
き ひ ら

平凱
か い る

成　ピアノコンサートツアー 2022

ロビーコンサートが 3 年ぶりに復活
出演者を募集します

詳細はホームページ（QR）または
電話（☎ 697-5585）※月曜休館

横川選手（写真右）
　9月 30 日開幕の新シーズ
ンこそ B2昇格するため、一
丸となって頑張っていく。
谷口選手（写真左）
　試合をぜひ見に来てもらえ
れば、自分たちの覚悟を感じ
てもらえると思う。しっかり
と結果を残していきたい。

19 横川俊樹選手谷口淳選手

岩手ビッグブルズアンテナ
やはラヂ！で放送中

やはラヂ！番組表は（22～23㌻）

2022-23シーズンへの決意を紹介！
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