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チャレンジしよう
Day 投・転・輪
　６月２日（火）、成田公
民館でストラックアウト
やボーリング、輪投げを
楽しむイベントが開催さ
れました。子どもたちは
高得点を目指して元気一
杯に体を動かし、競技を
楽しみました。

放課後チャレンジ
キッズ「卓球教室」
　６月10日（水）、富谷中
央公民館で小学生を対象
にした卓球教室が開かれ
ました。講師の先生方に
ラケットの握り方や球の
打ち方などを丁寧に教え
てもらいながら、子ども
たちみんな笑顔で卓球に
打ち込んでいました。

プラバン作り
　６月15日（月）、富ケ丘公民館でプラバン作りが行
われました。子どもたちはアニメのキャラクターな
どをマジックで丁寧にかたどり、自分のかたどった
絵がプラバンになるのを興味深く見つめていました。

さわやか夏の味覚さわやか夏の味覚

期間：７月11日（土）～31日（金）

＜参加店舗＞※右記地図の番号が店舗場所
❶菓子処　いさわ屋
■富谷字町102
　☎358-3581

❺マッフェン明石台本店
■明石台5-2-6
　☎771-7757

❾牛たん炭焼 利久
　富谷あけの平店
■あけの平1-2-1
　☎348-0910

　町が誇る特産品“ブルーベリー”。
　みずみずしい生のブルーベリーを味わうには、つみとり
農園がオススメです。
　家族や友人と一緒に、夏の思い出にいかがでしょうか。

■開園予定日時／７月上旬～８月上旬  ９:00～17:00
　　　　　　　　※期間中無休
■料金／・中学生以上…700円　・小学生…500円
　　　　・小学生未満は無料
　　　　※持ち帰りは、100ｇ200円
■農園場所／明石字祭田85
※ つみとり状況によっては、予定より開園日時が短くなる
場合があります。

❷ケーキハウス白いオルゴール
■日吉台２-34-８
　☎779-0656

❻ガトーノザキ
■富ケ丘４-３-９
　☎358-6206

10石窯パン工房パンセ
　富谷本店
■成田8-2-6
　☎344-6952

❸ばにら・びーんず
■日吉台２-35-４
　☎358-0258

❼餅よし
■富ケ丘2-3-18
 　☎358-2520

❹お菓子のアトリエ・ムー
■成田４-２-３
　☎348-3977

❽ニンナ・ナンナ
■上桜木１-40-９
　☎358-9388

ブルーベリースイーツフェアブルーベリースイーツフェア開催!開催!
問 産業振興課　商工労政担当（☎358-0524）

　今年も「とみやブルーベリースイーツフェア」の季節がや
って来ました！！
　新たに参加店舗が増え、ケーキ店のみならず町内の10店舗
で富谷町産のブルーベリーを使ったオリジナルスイーツを販
売します。期間限定のさわやかな味覚をぜひご賞味ください。
　また、今年も７月22日（ショートケーキの日）にポスター、
チラシ掲載スイーツの一部で特価販売などを行います。さら
に、スタンプを２個集めて応募するとブルーベリー商品の詰め
合わせが抽選で当たるスタンプラリーを行います。
　詳しくは、各家庭に回覧されたチラシや各参加協力店に掲
示されているポスター、町ホームページをご覧ください。

とみや

　

　志戸田地区は町内の国道４号線沿い最北端の一般住宅
と農家住宅の混在した地区です。昭和40年代には地元青
年たちが中心となって始めた盆踊り・芸能大会が約20年
にわたって盛大に行われていました。農業については平
成12年に大豆栽培がスタートし、当時は栽培面積が約５
町歩でしたが、平成26年にはその３倍の16町７反歩まで
増加し、現在は志戸田生産組合がこの大豆栽培を中心に、
集落営農の法人化を目指しています。
　現在、この地区は国道が拡幅され、片側２車線と中央
分離帯があるため、国道を中心とした法面の草やごみに

悩まされています。しかしながら、みんなで相談
しながら、地域の人々が安心して暮らせる環境づ
くりに励んでいます。春、秋のクリーン作戦には

地区のほとんどの方が参加し、ボランティアによる志戸
田公会堂の花壇づくりにも力を入れています。また、平
成26年度から始めた「ゆとりすとサロン」は会員63名を
有し、毎回盛況を博しています。
　今年度に建物の老朽化と東日本大震災の被害が甚だし
かった「志戸田公会堂」が町内会館として改築される予
定です。今後は新たな会館を拠点に、これまでの町内会
活動を見つめ直し、各世代の方々との交流を図りながら、
実情に沿った地域づくりや諸問題に柔軟に取り組んでい
きます。

問 髙橋　敏雄さん（☎358-2851）
　産業振興課　農林担当　（☎358-0523）

役場
東
北
自
動
車
道

仙台北部道路
富谷JCT

富谷I.C.

★
志戸田町内会

志戸田町内会 会　長　高橋 征晴 さん
会員数　75世帯

私たちの
町内会
地域の源

Vol.15

ブルーベリーブルーベリー
つみとり農園開園！つみとり農園開園！
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