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主な内容
広報くじ 300 回の軌跡

Ｐ２〜９

あまちゃんマラソン大会

Ｐ10〜11

市内小中高生の活躍

Ｐ14〜15

くらしの情報

Ｐ24〜27

お相撲さんに
挑戦だ！
８月15 日から22 日にかけて大相撲春日野部屋
夏巡業が長内町平沢地区で行われました。18 日に
は「久慈市少年相撲教室」が開催され、約20 人の
児童が参加。児童たちは二十山親方から、四股やす
り足などの基本動作を教わりました。教室の最後
は、同学年による取り組み。子どもたちの真剣勝負
に、会場からは大きな声援が送られました。

２０１８
月１日号
Ｎo.300

300 回の軌跡

広
報 くじは︑２０１８年
９月１日号の発行で節

目 の ３ ０ ０ 号 を 迎 え ま し た︒
旧久慈市と旧山形村が合併
し︑新久慈市の誕生とともに
２００６年３月に創刊︒約
年６カ月の期間︑毎月休むこ
となく発行され︑久慈市の今
を綴ってきました︒

広報くじの制作
皆さんに見ていただいてい
る広報くじは︑取材・写真撮

１日︑ 日に約１万５千部を

完成した広報くじは︑毎月

りで制作しています︒

加工を除いて︑市職員が手作

文書作成など︑印刷や一部の

影・デザイン・レイアウト・

12

この 年を超える歳月の中︑

旬な情報をお届け

にお届けしています︒

発行︒市内の全世帯や各施設

15

東日本大震災や平成 年台風

送︒甚大な被害をもたらした

レビ小説﹁あまちゃん﹂の放

現象にもなったＮＨＫ連続テ

ンターなどのオープン︒社会

風館やしらかばの湯︑海女セ

誕生︒道の駅くじ・やませ土

スがありました︒新久慈市の

久慈市ではさまざまなニュー

12

号︒広報くじは︑その時々

28

の旬の情報や市からのお知ら
せ︑市民の活躍など︑皆さん
に知ってほしい情報をお届け
しています︒

主役は皆さん一人一人
広報くじの主役は市民の皆
さん一人一人︒皆さんの思い
をなるべく多く︑お届けする
ことを目指しています︒内容
やレイアウトなどについても︑
ま だ ま だ あ ま ち ゃ ん で す が︑
たくさんの人の声を聞き︑よ
り良い広報紙としていきます︒
広報くじに対する皆さんの
ご意見・ご要望を遠慮なくお
寄せ下さい︒

合併を振り返る
今月の特集は︑いままでに
発行された広報くじを読み返
し︑久慈市の歩み︑そして合
併を振り返ります︒
旧久慈市︑旧山形村それぞ
れの思いや合併後の変化につ
いて迫ります︒

2018.９.１号 ２
３ 広報くじ№300

10

久慈市
の軌跡
広報で振り返る
久慈市の主なニュース

 ᵐᵖ ࠰ ᵏᵏ உᾀଐӭ
平成28 年10 月に開催された希望郷い
わて国体。久慈では柔道競技が行われ（軟
式野球は予備会場）地元出身の選手も大
声援を受け、
堂々とした戦いを見せました。

 ᵐᵔ ࠰ ᵏᵎ உᾀଐӭ

 ᵐᵎ ࠰ᾄஉᾀଐӭ

平成26 年９月17 日から20 日にかけて、ク
ライペダ市訪問団が来久。18 日には姉妹都
市締結25 周年を記念した調印式が行われ、
両市の友情と強い絆を再確認しました。

平成 20 年４月８日に道の駅くじ・や
ませ土風館がオープン。市の観光拠点、
街なかのシンボルとして整備され、現在
まで約 800 万人が入場しています。

 ᵐᵐ ࠰ ᵏᵏ உᾀଐӭ
平成 22 年 10 月５日、久慈市と米国
フランクリン市は姉妹都市締結 50 周年
を迎えました。訪問団がフランクリン市
を訪れ、両市の友好関係のさらなる発展
を誓う同意書に調印。新たな一歩を踏み
出しました。
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 ᵐᵖ ࠰ᾄஉᾀଐӭ
平成28 年４月23 日、東日本大震災で全
壊した久慈地下水族科学館もぐらんぴあ
がリニューアルオープン。久慈市の復興のシ
ンボルとしてたくさんの観光客
が訪れています。
ᵐᵓ ࠰

 ᵑᵎ ࠰ᾅஉᾀଐӭ
久慈市、洋野町、野田村、普代村で整備
を予定している「広域道の駅」の整備基本
計画を策定。現在も平成32 年度の完成を
目指し、事業を推進しています。
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ᵐᵔ ࠰

平成 21 年６月 14 日平庭高原闘牛場で
全国闘牛サミット in 久慈記念闘牛大会
が開催。約 3,000 人の観客は熱狂の渦に
巻き込まれました。
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平成 18 年３月６日
新・久慈市が誕生。こ
こから久慈市の新たな
歩みが始まりました。
広報くじでは、市民の
未来の久慈市に望むこ
とを紹介しています。
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 ᵐᵓ ࠰ᾅஉᾀଐӭ

 ᵐᵖ ࠰ᾈஉ ᵏᵓ ଐӭ
平成28 年８月30 日から31 日にかけて、
市内に甚大な被害をもたらした台風10 号。
被害額は約195 億円となりました。

平成25年４月からＮＨＫ連続テレビ小説
「あまちゃん」の放送が開始。メインロケ地
となった小袖を中心に多くの観光客が訪
れました。その数はゴールデンウィークで
約11 万５千人。平成25 年度の主要観光施
設の入り込みは165万人にもなり、あまちゃ
ん効果の高さを改めて感じさせました。

 ᵐᵑ ࠰ᾃஉᾀଐӭ

 ᵐᵏ ࠰ᾂஉᾀଐӭ

平成23 年３月11 日、東日本大震災が発
生。久慈市も甚大な被害を受けました。担
当が見た津波や被害の状況、懸命に救助
活動する人たちを紹介しています。

平成 21 年１月 31 日に両国国技館で行
われた「栃乃花」の断髪式・年寄「二十山」
襲名。現在は親方として後進を育成してい
ます。その姿は、今も郷土の誇りです。

合併を
振り返る

合併協議会に学識経験者として
参画した２人に、思い出や今の
久慈市に望むことを聞きました。

合併協議会の思い出
合併協議会は︑私たち市民
が話したことを取り入れると
いう考えが強かったです︒何
かを提案すると︑次の会議ま
でに検討してしっかり回答し
てくれました︒行政はもちろ
ん基本的な案については示し
ますが︑一方的に決定するこ

た︒教育旅行にも海のプログ

けていくかが重要と伝えまし

人口減少をいかに歯止めをか

の魅力この両方を生かして︑

久慈は海の魅力︑山形は山

問題はあると思いますが︑市

す︒地域を見ればいろいろと

るようになったと思っていま

細やかなサービスが提供され

になったことで︑全体にきめ

しかったことも大きな自治体

面では︑小さな自治体では難

たと思います︒福祉や医療の

ので市としての魅力は上がっ

を呼び込まなければならない︒

広域の市町村とも協力して人

一つの久慈市として︑そして

久慈︑山形と考えるのでなく︑

来る工夫も必要だと思います︒

市外の人がたくさん久慈に

います︒

け合って行く必要があると思

市の中でも交流を増やして助

か り に 頼 っ て は い ら れ な い︒

とは一切ありませんでした︒

ラムを追加すれば魅力が上が
全体を見れば合併で自治体と
久慈には魅力ある人たちがた

すごく実りのある会議でした︒

ると提案したのを覚えていま
しての力は強くなったたと思

協議で伝えた思い

す︒また高齢化も進むので︑
生かしてほしいです︒都会に

くさんいる︑そういった人を

います︒

り︑市全体で交流しながら生

ても久慈と山形の両方を生か

と考えました︒どの施策にし

んな学ばなければならない思

合って生きてきた︑それをみ

い︑小さな村だからこそ助け

山形の人の人情は素晴らし

くることが︑久慈も山形も生

うやって全国から人を呼んで

ぎ合わせることができる︒そ

ＳＮＳを使って︑それをつな

いるし︑今の時代はネットや

は体験を求める人がたくさん

せる場をつくることに気を使
います︒そういった心は今の
かせるし︑市が生き残る手段

活を支え合う方法をいろいろ

いました︒
少子高齢化の中で︑絶対必要

合併後の変化

運営が難しくなるという見通

税の落ち込みによって︑村の

測すると人口減少や地方交付

合併をしない場合︑将来を予

ざまなデータを集めました︒

にあたり︑まず村としてさま

合支所になって人の交流が減

あって交流がありました︒総

場にそれなりの人の出入りが

一つの自治体でしたので︑役

いると思います︒小さくても

は︑年々機能が縮小してきて

ましたが︑総合支所について

と思います︒また︑市は久慈

ちで地域づくりをしていける

能さえあれば︑あとは住民た

てほしいです︒ある程度の機

総合支所の機能を充実させ

残っていますし︑変わらない

います︒その思いはまだまだ

が山形の人の魅力だと感じて

だと思います︒

お互いの魅力が合わさった

合併協議会の思い出
年以上が経過し

しでした︒そのような予測の

少し︑山形のにぎわいが減っ

とか山形とか関係なく全体の

合併から

中で︑合併しなければならな

てきているのではと心配して

は対等合併︒
そして︑
大きな市

し た が︑合 併 す る 条 件 と し て

対１くらいで

山 形 村 は︑久 慈 市 と 比 べ る

的にやる︑地域は自分たちで

いようなことは︑住民が自主

思っています︒行政がやれな

人の気持ちも変わらないと

ています︒また︑住んでいる

形村独自の文化は全て継続し

協議会でお願いしてきた山

るべきだと思います︒

ちの力で盛り上げるようにな

応してもらい︑地域は住民た

メ︒行政の仕事はしっかり対

今の時代は行政任せではダ

だければと思います︒

きめ細やかな対応をしていた

なく全部に目を向けて︑より

奉仕者︒人が多い少ないでは

今後の久慈市に望むこと

ところだと思います︒

いというのが︑その時の状態

います︒

に な っ て も︑山 形 村 の よ う に

守るという思いが強く︑それ

だったと思います︒

協議委員みんなも同じ思い

というのが住民の思い︒合併

合併しても継続していきたい︑

伝統については守り続けたい︑

また︑山形村独自の文化・

くお願いしてきました︒

としてほしいということを強

他の支所よりも充実した機能

総 合 支 所 の 機 能 に つ い て も︑

であってほしいと伝えました︒

と人口規模も

住民一人一人に目が届く行政

協議で伝えた思い

だったと記憶しています︒

山形村としては︑合併協議

合併後の変化

なことだと思います︒行政ば

今後の久慈市に望むこと

みんなで助け合う仕組みづく

( 大川目町 74 歳 )
久慈市・山形村合併協議会委員
久慈市社会福祉協議会ボランティア
活動センター 運営委員長
みどりの子ども会 世話人
（山形町 61 歳）
久慈市・山形村合併協議会委員
プレステック㈱代表取締役
やまがた地域振興協議会 会長
ガタゴンまつり実行委員会 会長

૨ɈૃȞ
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髙谷 淳子さん
10

實さん
橋本
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平成の大合併による新市町村建設計画の事業費として特例的に起債できる地方債（借入）事業費の
95％に充てることができ、償還金（返済）に国からの地方交付税が算入される有利な財源です。久
慈市ではさまざまな事業に合併特例債を使っており、平成 28 年度までに約 54 億 8 千万円を借り入
れています。合併特例債が使われた主な事業を紹介します。

؏עἅἱἷἝἘỵਰᐻؕ
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個性豊かな地域づくりを推
進するイベントなどへの補助
金。北国の春全国大会や伝統
文化継承に活用されています。

老朽化した久慈小学校の改
築事業。市内最大の児童数を
誇る小学校で、現在も約 640
人の児童が登校しています。

老朽化した久慈市学校給食
センターを改築。久慈地区の
小・中学校で食べられる給食
を調理しています。

ʁ५ᬜЭૢͳ
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下長内旭町線のうち田屋こ
線橋を含む一 部 の道 路を整
備。生活路線として多くの人た
ちに利用されています。

山形町の久慈消防署山形分
署を改築。山形町の消防の拠
点として、地域の安全確保や
火災防止を担っています。

第２期中心市街地活性化基
本計画の核事業。現在久慈駅
前広場を施工中で、今後駅前
複合施設の工事を開始します。

１

合併の背景
国から市町村へさまざまな権限を移す取り組
みが進み、市町村の判断での行政運営が求めら
れていました。
少子高齢化が進み、合併協議段階の国勢調
査（平成 12 年）の数値では、久慈市の人口は
36,796 人、山形村は 3,382 人、昭和 55 年から
の人口の増加率は久慈市が△ 5.7%、山形村が
△ 27.6% と少子化が進行。また、老年人口割
合も久慈市で 19.46%、山形村が 28.95% で高
齢化が急速に進んでいました。
その中で、国は三位一体の改革による補助金
や地方交付税の削減など、一層厳しい財政状況
となる見通しが示されていました。
２ 新市の基本方針
当地域は海・里・山と美しい景観に囲まれ、
その恵みを受けそれぞれの地域が独自の歴史・
固有の文化を育んできました。この中で築かれ
た地域コミュニティを大切にし、共有すること
で地域の誇りと魅力を再認識することが重要で
す。「ひと」と「ひと」とのふれあいや広域的
な交流促進の重要度は増しており、さらに変化
する時代の流れを見据え、行政主導ではなく、
新たな視点に立った新しいまちづくりが必要と
なります。
新市の将来像に掲げるまちづくりの視点は
「ひと」
。次世代を担う子どもから高齢者まです
べての人が、自分の住むふるさとに誇りを持て
るようなまちづくりを推進していきます。

変わる時代の中で

合併に対する考え方は十人

十色︒市民のみなさん一人一

人︑肯定的な意見︑否定的な

12

意見があると思います︒

合併から 年が経過し︑合

併時に予想された少子高齢化

は現実となり︑財政の状況は

予想だにしなかった東日本大

震災や台風 号により︑一層

厳しい状態となっています︒

移り行く時代の中で︑合併

時に考えられた方針も︑時代

に合わせ変更していかなけれ

ばなりません︒

変わらない住民主体

今も昔も︑まちづくりの主

役は住民︒行政主導ではなく︑

地域を活かし︑コミュニティ

を大切にするという住民主体

のまちづくりという考え方は

変わりません︒

力をひとつに

現在久慈市では﹁住みたい︑

住み続けたい﹂と思う﹁子ど

もたちに誇れる笑顔日本一の

まち久慈﹂を目指し︑皆さん

一人一人の声にしっかりと耳

を傾け︑着実に各種施策を推

進しています︒

変革の時代である今こそ︑

いま一度︑合併を振り返り旧

久慈市︑旧山形村という枠組

みを越えて︑一つの久慈市と

して︑さらに力を合わせるこ

とが飛躍につながります︒

５ 広報くじ№300
９
広報くじ№264
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平成 16 年 10 月、久慈市長、山形村長、両市村議会議員などで構成された「久慈市・
山形村合併協議会」
が設置されました。合併の背景や当時の新市建設の基本的な考え方、
合併協定の項目を振り返ります。

３ 新市の基幹事業
・夢ネット事業
光ケーブル網を利用して、福祉、教育、防災な
どさまざまな行政サービスの充実させるととも
に、情報通信の利便性向上や情報格差の解消を目
的とした事業。
・地域コミュニティ振興事業
地域の文化や資源を大切にした、個性豊かな地
域づくりを推進するイベントや伝承活動などに補
助金を交付する事業。
４ 合併協定項目の主な調整内容
・合併方式は、新設合併
・合併の期日は平成 18 年３月６日
・新市の名称は「久慈市」
・市役所の位置は、旧久慈市役所の位置。山形村
役場に総合支所を置く
・議会議員は引き続き在任し、次の選挙では定数
を 26 人とする
・使用料、手数料は２市村で差異のないもの現行
のとおり、差異のあるものは適正な料金を設定
・補助金、交付金については、２市村で共通する
ものは統一し、独自のものは新市全域の均衡を保
つように調整する
・市の「花・鳥・木・歌」については、新市で検
討する（ツツジ・ウグイス・シラカバに制定）
・住民窓口事業は、本庁、総合支所で取り扱い、
住民サービスの低下を招かないよう調整する
・母子保健事業は、久慈市の例により統合する
・指定文化財は新市に引き継ぐ

ાɃɜȹȻɅপɦɥ
ࡃႨێɈɘȻ૨
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コースマップ

時間

日に﹁第３回久慈あ

あまちゃんマラソン大会
９月

景を楽しみ︑沿道からの声援
を受けコースを走り抜けまし
た︒
参加ランナーからは
﹁コー

走り︑娘もまた走りたい！と

スも応援もおもてなしも素晴

組合前をスタートしあまちゃ
言ってくれました﹂などのう

まちゃんマラソン大会﹂が開

ん街道を駆け抜ける本大会に
れしい言葉が寄せられました︒

ら し い 大 会！﹂
﹁娘と一緒に

は︑全国から１３００人を超
全国のマラソン大会にエント

催されます︒久慈市漁業協同

えるランナーが参加する予定
タ ル サ イ ト﹁ Ｒ Ｕ Ｎ Ｎ Ｅ Ｔ ﹂

リーができるランニングポー

近年は空前のマラソン・ラ
では︑県内のマラソン大会の

です︒
ンニングブームです︒全国で
中で上位の評価を受けました︒

大会となりました︒

世代のランナーが参加できる

ン﹂部門を新設︒より幅広い

とを目的とした﹁ファン・ラ

今回の大会では︑楽しむこ

おもてなしの心で

開 催 さ れ る マ ラ ソ ン 大 会 は︑
東 京 マ ラ ソ ン を 機 に 増 加 し︑
２０００レースを大きく超え
ると言われています︒

全国からランナーが参加
当市でもマラソン大会開催
の検討が行われ︑平成 年
大会の前後には︑全国から
ラ ン ナ ー が 久 慈 を 訪 れ ま す︒
ることはもちろん︑開催地の

ランナーたちは︑コースを走

ころに１０００人を超えるラ
食や景勝地︑街並みを楽しみ

種目など

部門など
受付

全員

７時〜９時
開会式

全員

９時〜９時15分
10㌔
漁協〜五丈の滝往復

（男子）高校生〜 60 歳以上の部
（女子）高校生〜 60 歳以上の部

９時30分〜
５㌔
漁協〜赤浜展望台往復

（男子）中学生〜60歳以上の部
（女子）中学生〜60歳以上の部

９時35分〜

（男子）小学生高学年
（女子）小学生高学年

10時40分〜

表彰

集計完了後随時行う

▼開催日⁝９月 日㈰

︻大会概要︼

ましょう︒

ら︑おもてなしの心で歓迎し

さんも︑ランナーを見かけた

な催しを予定しています︒皆

ンが増えるように︑さまざま

大会をきっかけに久慈のファ

ン ナ ー の エ ン ト リ ー が あ り︑

昨年９月に開催された第２
回大会も約１２５０人がエン
トリー︒絶好のマラソン日和

久慈市の特産品を贈呈

とおり

http://www.

生涯学習課☎ ︲２１５６

amachan.marason

facebook.com/

▼ ⁝

marathon̲tokusetu.html

taiiku-g/amatyan̲

iwate.jp/syataika/

▼ＨＰ⁝ http://www.city.kuji.

を贈呈

表彰し︑１〜３位には副賞

▼表彰⁝各部門上位６人まで

規則に準拠します

財︶日本陸上競技連盟競技

▼競技規定⁝平成

年度︵公

プ・タイムスケジュールの

▼コース・距離⁝コースマッ

敷地内︵スタート・ゴール︶

▼会場⁝久慈市漁業協同組合

︵雨天決行︶

30

県内上位の評価を

に参加しています︒マラソン

11

規模を拡大して開催しました︒

回大会は定員の５００人のと

ちゃんマラソン大会﹂
︒ 第１

月 に 初 開 催 し た﹁ 久 慈 あ ま

28

の中ランナーたちは久慈の絶

ボランティアスタッフも大活躍！

21Ԣ͈໐!୬༐̱
ఱ

30

（男子）小学生低学年
（女子）小学生低学年
10時55分〜
ファミリー・ペア（着順・表彰なし）
ファン・ラン（着順・表彰なし）
２㌔
漁協〜玉の脇往復

̦͇̾ͤ൸
ਢള٬କဵા
ඵঊ
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（車両全面通行止め）
ݛঌފݽ

11時30分〜
お楽しみ抽選会など

あまちゃんマラソン大会には多
くのボランティアスタッフが参加し
ています。今年の大会でも約350
人のボランティアスタッフが、沿
道での応援や演奏、受付、給水、
アンケート回収などさまざまなと
ころで活躍します。
市民の皆さんも、当日は沿道
で声援を送ることができます。応
援は、ランナーの力になるだけで
なく、市のイメージアップにもつ
ながります。当日はみなさん一緒
に大会を盛り上げましょう！

ޮ͈ზࢽݽ

ຩജབర

ࡼસ͈శ



タイムスケジュール

今回で２回目の参加、カンボ
今
参加
ボ
ジアから来日中の外国人招待ラ
ンナーの「猫ひろし」です。よ
ろしくおねがいしますにゃー。
あまちゃんマラソン大会は、
海を見ながらのコース。走り終
わった後も久慈ならではの海産
物などでのおもてなし。今年も
楽しみにしています！ 昨年は
「あまちゃん」で有名な久慈市
の街並みを十分に楽しみながら
のレースでしたが、今年はネコ
まっしぐらに走って、見ている
人たちに「じぇじぇじぇ！」と
驚かれるような走りをしたいと
思いますにゃー。
参加ランナーの皆さん、悠大
な海のロケーションのコース、
久慈市のおもてなしを一緒に楽
しみましょうにゃー。

※市民バス久慈海岸線の８時
30 分「陸中野田駅」発「久慈駅」
行は運休となります

猫ひろしさんから
ランナーへメッセージ

Ǖ月41日（日）ʑʗĜʠ
交通規制
９月30日㈰
８時30分〜11時30分

快適な生活を未来へ

約 ％下回っています︒
公共下水道が整備された区

川・海の水質を守るため︑市
カ月以内に設置すること︑汲

り︑台所などの排水設備は６

域では︑法律や市の条例によ

民の皆さんの協力をいただき
み取り式トイレは３年以内に

市では︑生活環境を改善し︑

ながら︑計画的に下水道の整
水洗トイレに改造し︑下水道

下水道の使用マナーが悪い

下水道のマナーを守ろう

ます︒

への接続が義務付けられてい

備を進めています︒
私たちは日常生活のなかで
大量の水を使っています︒何
気なく使っている水をそのま
ま流すと︑川や海が汚染され
自然や生活環境が悪化してし

水は下水道の管を通って処理

自然に返す施設です︒汚れた

動で汚れた水をきれいにして

下水道は日常生活や生産活

ナーなどで受け︑下水道に

①残飯や調理くずは三角コー

ましょう︒

ので︑次の使用マナーを守り

理に多額の費用がかかります

と︑管が詰まったり︑浄化処

場に運ばれ︑微生物の働きで
は流さない

まいます︒

きれいな水になり海に返され
る紙だけ︒紙おむつや水に

②トイレに流すのは水に溶け

生活を快適にし︑恵まれた
溶けにくい紙などは流さな

ます︒
久慈市の自然と水環境を︑将
い
聞 紙 や 布 に し み こ ま せ て︑

③油は排水口には流さず︑新

来に引き継ぐために︑下水道
が通っている地域では︑下水
道への接続をお願いします︒
燃えるごみとして処理する
④宅地内のますやマンホール
危険物は絶対に捨てない

に︑ガソリンや灯油などの

公共下水道の水洗化率︵下
⑤飲食店などは︑油の流出を

下水道に早めに
接続しましょう
水道が整備されている区域で
防ぐ阻集器を必ず厨房に設
置し︑定期的に清掃する

下水道課 ☎ 52-2152

雨水処理
下水道の役割は
﹁汚水処理﹂
だけではありません︒雨水を
集 め︑ 速 や か に 川 へ 排 出 し︑
浸水からまちを守る﹁雨水処
理﹂の役割も担っています︒

ポンプ場整備を推進
通常︑雨水は水路に集めら
れ︑そのまま川に排出されま
す︒しかし︑大雨が降って川
の水位が上がると︑川の水が
水路に逆流してきます︒これ
を防ぐために水門などを閉鎖
しますが︑水路の水は川に排
出できなくなって低い土地に
たまり︑浸水被害が発生して
しまいます︒近年は︑ゲリラ
豪雨︵局所的︑
集中的な大雨︶
による被害が全国的に発生し

平成 年の台風

号被害で

備し浸水対策を進めています︒

る﹁雨水排水ポンプ場﹂を整

制的に水を汲み上げて排出す

地に水がたまらないように強

な被害を防ぐため︑道路や宅

きれいな川で遊ぶ子どもたち
（平成 29 年 長内川川まつり）

下水道事業に
企業会計を適用
現在国からの要請で︑下水
道事業に地方公営企業法を適
用し︑企業会計に移行する準
備を進めています︒

場︑中央ポンプ場︑西の沢ポ

現在︑市内には門前ポンプ

被害が発生してしまいました︒

ネジメントに取り組むために︑

的な経営基盤の構築と財務マ

道事業の安定的な提供︑計画

減少が見込まれる中で︑下水

下水道施設の老朽化や人口

ン プ 場︑ 川 崎 町 東 ポ ン プ 場︑

年度から企業会計に移

平成

努めていきます︒

備を進め︑浸水被害の軽減に

されています︒今後も順次整

川貫ポンプ場の５カ所が整備

から水があふれたため︑浸水

も効果を発揮しましたが︑川

10

ັݚ
ていることもあり︑このよう

28

25

･

87

行する予定です︒
また︑公営企業のノウハウ
を共有し︑円滑な移行をする
とともに︑窓口の一本化︑共
通事務の集約などによる業務
の効率化を図るため︑水道事
業所と組織統合をすることを
合わせて検討しています︒

2018.９.１号 12
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１日に約 3,000㎥の水を処理
して、川に放流しています
公共下水道や漁業集落排水の
供用地域で、住宅などの排水設
備改造工事を行う場合に、無利
子の融資をあっせんします。
■対象…市税と受益者負担金・
分担金を滞納していない人
■融資限度額…▶住宅１棟につ
き 90 万円（工事費用を上限と
する）▶アパート１戸につき 50
万円（戸数の制限はなし）
■返済期間…５年（60 回）以内

31

※浄化槽のサイズと補助金額は、
原則として住宅の延べ床面積
により決定されます。ただし、
居住人員などの実情に合わせ
変更できる場合もあります
※補助金の予算には限りがあ
ります。設置を検討してい
る人は、早めにご相談くだ
さい

久慈浄化センター
൦ᚨͳʙ↚ᗡⅱ→↊⇂

63

・９を
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接続した住宅の割合︶は

下水道課 ☎ 52‑2152

ᅰɒɂ
ɖȩɣȦȾɄȪ

住宅または店舗兼住宅に浄化
槽を設置する際に、補助金を交
付しています。
浄化槽を設置すると、トイレ
の水洗化により臭いの発生を防
止できる他、生活排水を浄化し
て放流するので、身近にある河
川や水路がきれいになります。
トイレの水洗化や、住宅の新
築・増改築を計画している皆さ
んは、浄化槽の設置をご検討く
ださい。
■対象…次の区域を除いた地域
で住宅または店舗兼住宅に浄
化槽を設置する人
▶公共下水道の事業認可区域
▶漁業集落排水事業区域
■補助金額
サイズ
金額
５人槽
41万円
（130㎡以下）
７人槽
（130㎡超） 51万４千円
10人槽
（大家族住宅） 68万６千円

２％と県内の平均の

排水設備・浄化槽の
設置をサポート !

全国高等学校
ギター・マンドリン音楽コンクール

■目指していた優秀賞にあと１点足りませんでした。でもこ
こまでできたので、やってきたことは間違っていなかったと
思いました。全国高文祭では、聞いている人を感動させるよ
うな演奏をしたいと、みんなで頑張りました。観客の人から
「良い演奏だったよ」と言われてとてもうれしかったです。

小田 武蔵さん
（三崎中学校）

知事杯争奪岩手県少
年空手道選手権大会
小学５年女子個人形
第１位

知事杯争奪岩手県少
年空手道選手権大会
小学６年女子個人形
第１位

成谷 葵衣さん

岸里 遙那さん

（久慈高等学校）

■県で優勝することはできましたが、
東北大会で満足できる結果を残せませ
んでした。思ったよりも早く部活を引
退することになってしまい残念です。
岩手県中学校総合
体育大会
柔道競技 個人
女子 57kg 級
第１位

日形井絢音さん

（久慈市空手道
スポーツ少年団）

（久慈市空手道
スポーツ少年団）

■去年に続き、今年も優勝。連覇でき
てうれしいです。全国大会は１回戦で
負けてしまったけど、全力を尽くせた
ので良かったです。

畠山 千果さん

（久慈高等学校）

■国体の出場が決まり、うれしさ半分、
驚きが半分です。高校に入学してから
ベストを更新し続けているので、今回
も良い結果が残せてうれしいです。

■去年は繰り上げでの全国大会出場で
したが、今年は自分の実力で出場でき
ました。中学校でも全国大会に出場で
きるよう頑張ります。

（長内中学校）

■県大会では、結果が残せてうれしかっ
たです。柔道を９年間やってきて、初め
て良かったと強く思いました。高校に進
学したらもっと上を目指したいです。

このほかにも、多くの選手が活躍しました（中総体・高総体県大会、通信陸上など）
柔道
団体（女子）
◎男子 66kg 級
男子 66kg 級
◎男子 50kg 級
女子 70kg 級
陸上競技
◎女子 400 ｍ
◎女子 2000mSC
◎２年男子 100m
◎共通男子 110mH
◎共通女子走高跳
◎共通男子砲丸投
◎共通女子砲丸投
◎女子４× 400m リレー

◎女子４× 100m リレー 第５位

第３位
第３位
第３位
第３位
第３位

長内中学校
久慈竜ノ介さん（久慈高）
沢里 頼さん （久慈高）
大尻 和喜さん
（長内中）
西村 幸恵さん
（長内中）

第２位
第３位
第２位
第４位
第２位
第３位
第２位
第３位

髙橋 祐佳さん
（久慈高）
石井 愛美さん（久慈高）
工藤 廉汰さん（夏井中）
村田 瑛人さん
（久慈中）
（侍浜中）
久慈 未来さん
（久慈中）
村田 在音さん
桑田 凜花さん
（久慈中）
相馬 佳奈さん
（久慈高）
髙橋 祐佳さん
（久慈高）
小野紗恵花さん
（久慈高）
小松 沙菜さん
（久慈高）

８月６日

沢 春奈さん （久慈高）
小野紗恵花さん （久慈高）
相馬 佳奈さん （久慈高）
坂本真奈子さん （久慈高）
空手（知事杯争奪岩手県少年空手道選手権大会）
◎小学３年女子個人形 第２位 岸里 莉奈さん
◎小学４年男子個人形 ベスト８ 玉澤 稜虎くん
◎小学４年女子個人形 第３位 前端 依里さん
◎小学６年女子個人形 第２位 前端 二湖さん
◎小学６年女子個人組手 第２位 外舘ウィリアムズフィオナさん
※以上５名久慈市空手道スポーツ少年団所属
吹奏楽（全日本吹奏楽コンクール岩手県大会）
中学校小編成の部
金 賞 久慈中学校
短歌（全国高校生短歌大会「短歌甲子園 2018」）
団体戦 ベスト８ 久慈東高校 柳杭田冬香さん
宅石 七瀬さん
佐々木茉乃さん

ベスト８

久慈中学校 野球部
７月に開催された岩手県中学校総合
体育大会軟式野球競技で久慈中学校野
球部が準優勝。続く東北中学校体育大
会では、第３位となり全国中学校軟式
野球大会の出場権を手にしました。
８月に広島県で開催された全国大会
では滋賀県大津市立打出中学校に２−
１で勝利すると、続く２回戦の鹿児島
県日章学園鹿児島育英館中学校にも３
−２で勝利。準々決勝では東京都江戸
川区立上一色中学校に惜しくも２−６
で敗れましたが、同校最高の全国ベス
ト８に輝きました。
全国大会を振り返り主将の宇部天 翔
さんは「久慈中学校の歴史の中で一番
良い成績を残せたことはうれしかった
けれど、目標の全国制覇に届かず悔し
いです。メンバー18人だけでなく、
サポー
トしてくれた部員 54 人全員で戦い抜け
たことが結果につながったと思います」
と部員への感謝を述べました。

全国中学校軟式野球大会
８月 19 日〜 23 日

Congratulations

■ 通 陸 の 1500 ｍで は 結 果 が出せ ず、
中総体でリベンジできて良かったです。
800 ｍでは東北大会に出場しましたが、
全中を目指していたので悔しいです。

陸上競技大会 男子砲丸投

５月に開催された、岩手県高等学校
総合体育大会男子砲丸投で 15m71cm
の大会新記録で優勝。６月の東北高等
学校陸上競技大会では 16m54cm の岩
手県高校新記録で優勝し、インターハ
イの出場権を獲得しました。
８月６日、全国高等学校総合体育大
会では、決勝で 16m85cm を投げ、岩
手県高校記録を更新。第３位に輝きま
した。
夏井さんは「インターハイの３位に
なることができて、うれしかったです。
ここまで指導してくれたコーチに感謝
しています。目標の17mを投げること
ができなかったけれど、自分としては
頑張ったかなと思っています。10月
にはＵ-20日本陸上競技選手権大会に
出場するので、今も練習を続けていま
す。高校を卒業しても陸上を続けてい
きたいと思っています」と喜びと今後
の決意を語りました。

岩手県高等学校総合
体育大会
女子砲丸投
第１位

福井しあわせ元気国体
4 × 100 ｍＲ出場予定
岩手県民体育大会
10 部女子 100 ｍ
第１位
相馬 佳奈さん

岩手県中学校総合
体育大会
2・3 年男子 1500 ｍ
第１位

夏井 勇輝さん（久慈高等学校）

全国高等学校総合体育大会

日頃の努力︑
大舞台で花開く

久慈高等学校 マンドリン部

第3位

夏の大会 市内小中高生の活躍

優良賞

※３位入賞または、上位大会出場者を掲載（◎は上位大会出場）
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ご長寿おめでとうございます

久慈市ふるさと物産センター

10 月４日㈭９時 30 分〜
久慈市ふるさと物産センター

単独

霜畑農村健康増進センター

10 月４日㈭ 11 時〜
霜畑農村健康増進センター

単独

山村広場

10 月４日㈭ 13 時 30 分〜
山村広場

地積（㎡） 見 積 価 額 公 売 保 証
床面積 （円）
金（円）

30-1 天神堂第 36 地割 100 番 15

宅地

200.76

3,200,000

320,000

30-2 川貫第 5 地割 20 番 186

原野

184.00

120,000

20,000

雑種地

272.00

190,000

20,000

宅地

55.49

460,000

50,000

900,000

90,000

30-3 川貫第６地割 39 番３
30-4 西の沢第６地割 31 番８

成人式実行委員を募集

田

9133.00

30-5 山形町荷軽部第 3 地割 67 番２

原野

1440.00

山形町荷軽部第 3 地割 68 番１

原野

1641.00

宇部町第３地割 71 番１

雑種地

1465.00

宇部町第３地割 71 番２

宅地

576.19

宇部町第３地割 71 番３

宅地

127.47

宇部町第３地割 71 番地
倉庫、鉄骨造、平屋建

（家屋）

343.59

山林

1436.00

山形町荷軽部第 3 地割 67 番１

30-6

30-7 山根町下戸鎖第７地割２番

4,200,000

50,000

15

31

たら︑各担当課に問い合わせ

単独

10

平成 年４月１日から︑市

巽山公園

ください︒

単独

９月 13 日㈭ 13 時 30 分〜
市役所分庁舎３階会議室

都市計画課
☎ 52 2151

に変わって次の施設を管理す

９月 13 日㈭ 11 時〜
中央市民センター会議室

林業水産課
☎ 52 2122

▼募集期限⁝ 月 日㈪

久慈川河川公園

９月 10 日㈪ 14 時〜
久慈市交流促進センター
（新山根温泉べっぴんの湯）

る団体︵指定管理者︶を募集

単独

①久慈市交流促進センター
②山根農村健康増進センター

観光交流課
☎ 52 2123

▼ＨＰ⁝

９月 13 日㈭９時 30 分〜
中央市民センター会議室

グループ

９月 10 日㈪ 10 時〜
久慈地下水族科学館
（もぐらんぴあ）

します︒

あすなろ公園

久慈地下水族科学館

社会福祉課
☎ 52 2119

http://www.city.kuji.

単独

単独

９月 13 日㈭ 14 時〜
久慈市総合福祉センター
多目的ルーム

募集要項など詳しい内容は

９月７日㈮ 10 時〜
三船十段記念館駐車場

福祉の村 屋内温水プール

担当課

iwate.jp/zaiseika/kanzai̲g/

高舘市民の森

単独

募集説明会

市のホームページに掲載しま

単独

施設の名称

siteikanri̲boshu.html

公募の単位

̊ יᙚțխୁᙡ࣮ᚘ

す︒不明な点などがありまし

登記
地目

ࡣțୁᙡț੬ޔᇷྦፖȿӬᦲȄȫȆ

はＨＰでダウンロードでき

ます

③複数人が共同で入札される

場合は︑共同入札代表者の

届出書兼持分内訳書が必要

です

④買受後の落札代金や権利移

転の手続き︑諸経費は買受

人の負担となります︒買受

代金を全額納付したときに︑

危険負担についても買受人

に移転し︑この後に発生し

た財産の損害による負担は︑

買受人の負担となります

⑤市は瑕疵担保責任や引き渡

しの義務を負いません

名称

INFO

差押不動産の公売会を実施

します︒

入札に参加する人︵代理人

含 む ︶ は 身 分 証 明 書︑ 印 鑑 ︑

公売保証金が必須です︒

物件の資料閲覧や入札につ

分

30

いて︑詳しくはＨＰをご覧に

時

10

なるか︑問い合わせください︒

10 10

 יՏቭ߇ᇝᚘǔ☎ 

公売物件一覧
番号

平成31年１月13日㈰に開催
する市成人式の企画・運営に携
わる実行委員を募集します。
一生に一度の思い出を自分た
ちの力で作り上げてみません
か？
▶対象…次のすべてに該当する人
①平成10年４月２日〜平成
11年４月１日に出生
②実行委員会議（４回程度、
土日や夜に開催予定）成人式
当日に参加できる
▶募集期限…10月１日㈪
生涯学習課 ☎52-2156

▼日時⁝ 月５日㈮

13

︵ 時受付開始︶

日㈮ 時

12

▼会場⁝ 市役所３階第１会議室

10

▼落札代金の納付期限⁝

月

▼ＨＰ⁝
http://www.city.kuji.iwate.

jp/syunouka/taisaku-g/

⑥公売は予告なく中止する場

合があります

⑦﹁
５
- ﹂の公売物件は農
地が含まれるため︑農地法
30

①公売物件には立ち入ること

ができません︒物件の見学

会は行いません

に基づく
﹁買受適格証明書﹂

INFORMATION

の提示が必要です

８ 月15日 に100歳 の 誕 生 日
を迎えた藤田フサヱさん。同
日、遠藤譲一市長が自宅を訪問
し、お祝い状と祝い金が手渡さ
れ、家族や親戚みんなで長寿を
祝いました。
フサヱさんは新聞を毎朝読み、
テレビ番組や洋画を見ることが
好きとのこと。ご家族に長寿の
秘訣を伺うと「好き嫌いなく何
でも食べるので元気なんだと思
います」と教えてくれました。

②代理人が入札する場合は︑

藤田 フサヱさん（寺里）
長寿の秘訣は食にあり

委任状が必要です︒委任状

家族らと長寿を祝うフサエさん（前列中央）

̋Ӧы;۔țǷეȶȈ
fudousan̲koubai.html
︻注意事項︼

INFO

産業建設課
☎ 72 2129

平庭高原施設 ６施設
①総合案内施設②平庭パークゴ
10 月４日㈭ 15 時 30 分〜
グループ ルフ場③センターハウス平庭山
センターハウス平庭山荘
荘④旅行村コテージ⑤平庭高原
スキー場⑥平庭高原キャンプ場

420,000

体育施設久慈地区 14 施設
①久慈市民体育館②久慈市第二
体育館③久慈市民柔剣道場④久
慈市民弓道場⑤久慈市民庭球場
⑥久慈総合運動場⑦久慈市民相
撲場⑧久慈市侍浜マレットゴル ９月 14 日㈮ 13 時 30 分〜
グループ
フ場⑨久慈市宇部マレットゴル 久慈市民体育館
フ場⑩久慈市侍浜地区プール⑪
久慈市小久慈地区プール⑫久慈
市大川目地区プール⑬久慈市宇
部地区プール⑭久慈市夏井地区
プール

10,000

体育施設山形地区 ２施設
９月 14 日㈮９時 30 分〜
①久慈市山形Ｂ＆Ｇ海洋セン
グループ
久慈市山形Ｂ＆Ｇ海洋セ
ター②久慈市屋内ゲートボール
ンター
場

生涯学習課
☎ 52 2156

※単
独…個別の施設ごとに公募を行います
グループ…複数の施設を一括して公募を行います。グループ内の個別の施設ごとでの応募は受付しません
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侍浜市民センター 10:25‑10:35
東京ドレス
10:40‑10:50

４日 １日 ６日 17日 14日 14日

宇部 宇部市民センター 13:30‑13:45

17日 21日 19日 23日 27日 27日

■東日本大震災義援金

侍浜

︵３月 日〜８月 日︶

19日 16日 21日 18日 15日 15日

久慈市立図書館には、国際ソロプチミスト
久慈と一般社団法人岩手建築士会久慈支部
から合計33冊の図書が寄贈されました。

創価学会から久慈小学校に図書300
冊と書架が贈られました。今後、５年
間毎年50冊ずつ追加贈呈されます。

義 援 金

9:00‑ 9:15
9:25‑ 9:40
9:50‑10:05

︻企業・団体︼

夏井

夏井駅前
夏井地域ふれあい館
門の沢子供会館

■市外

２日 ６日 ４日 ８日 ５日 ５日

▼アレン記念教会

山根 山根市民センター 13:15‑13:30
・
13:40‑13:55
滝 滝橋

▼けやき並木手仕事展事務局

12日 ９日 14日 11日 ８日 ８日

︻個人︼

9:10‑ 9:25
9:30‑ 9:45
9:50‑10:05
10:10‑10:25

■振込

田高公民館
中村様宅駐車場
大平団地
久慈衛生社

▼タシロコノミ▼アブカワ

３日 ７日 ５日 ９日 ６日 ６日

▼ヤマトヨシノリ▼ゴトウカ

13:35‑13:50

田高

岩手日報広華会

シュンスケ

ひばり療護園

16

15

※支援者の申し出に基づき掲載しております。名称等に誤りがある場合がありますが、ご了承ください。

NEWS

ԢАȔᐿۀȿଣЂ

NEWS

ɇɮɼɭԢޔዅ

ࢉțӑӚȿᗕࣼ
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10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

ルート
小国多目的集会所 10:45‑11:00

小国 二橋商店前
11:05‑11:20
・
霜畑地区コミセン
13:00‑13:15
霜畑
八幡正美氏宅前

24日 21日 19日

11日 ８日 ６日
25日 22日 20日

27日

ー

７月 日に︑本年５月 日

に県勢功労者顕彰を受けた中

野信夫氏の祝賀会が市内催事

場で催されました︒

式典には福祉関係者ら約

１ ５ ０ 人 が 参 加 し︑中 野 信 夫

氏 の 功 績 を 称 え ま し た︒発 起

人代表の久慈市社会福祉協議

会の日當光男会長の挨拶や記

念品・花束贈呈が行われると

中野氏は﹁多くの人に支えら

れ て き ま し た︒こ の 賞 は 私 で

は な く︑一 緒 に 頑 張 っ て き た 皆

さんがいただいたものです﹂

24

と感謝の言葉を述べました︒

７月 日︑久慈市︑親子サー

クル﹁パンダちゃん﹂︑川崎町

７日

婦人会の３者がアドプト協定

21日

を締結︒本協定は︑行政が整備

29日

７日

した公共施設を市民がボラン

12:50‑13:05

15日 13日 24日

６日

ティアで管理をする協定です︒

18日

１日

20日

当 日 は︑子 育 て 支 援 セ ン

４日

来内保育園

６日

ター前に整備された花壇に︑

10:15‑10:55
来内
来内集落センター
11:00‑11:15
・
荷軽部 谷地林業事務所前 12:30‑12:45

28日

12日 23日

28日

受賞にあたり感謝の言葉を述べる中野信夫氏

花で飾られた花壇を囲み記念撮影

ー

川崎町婦人会と子育て支援セ

31日

14日

14日

ンターを利用している親子の

17日

31日

皆さんが協力して花の苗を植

３日

13:35‑13:55

荷軽部保育園

13日

えました︒子どもたちは︑花植

10:00‑10:15

繫 戸呂町保育園
10:40‑10:55
・
戸呂町 戸呂町消防屯所前 11:00‑11:15
愛山荘

30日

13:55‑14:10

11:00‑11:15
川井 川井児童館
・ 下斗米洋之氏宅前 11:20‑11:35
日野沢 二ツ神商店前
13:15‑13:30
繋消防コミセン

10日 ７日 ５日

えとじょうろでの水やりに大

三陸鉄道では久慈秋まつりに
合わせて列車を特別運行します。
▶運行日…９月22日㈯、23日㈰
▶運行時刻…20時30分久慈駅発
（田野畑行き）※通常は土・休日運休
三陸鉄道久慈駅 ☎52-0177

14:00‑14:15

は し ゃ ぎ︒花 壇 は 色 と り ど り

三陸鉄道の秋まつり特別運行！

河北 ぎんたらす久慈

歌の会なかま

４日 １日 ６日 17日 14日 14日

の花々で飾られました︒

久慈秋まつりに合わせ、特典
付き市民バス臨時便を運行しま
す。利用者には「三鉄商品引換
券（飲料）」をプレゼント！ 駐
車場不要でお得に観覧できる市
民バスをぜひご利用ください！
▶運行日…９月22日㈯、23日㈰
※侍浜線は22日㈯のみ、北方
面と南方面をそれぞれ運行
▶時刻表…臨時便の詳しい時刻
表は各バスで配布（９月中旬）
▶特典引換場所…三陸鉄道久
慈駅で商品と引き換え
地域づくり振興課☎52-2116

中央介護センター 13:40‑13:55

ズヤ▼アマヌマサチコ

市民バス秋まつり臨時便を運行！

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

寄 付 金

INFORMATION

ルート

■市内

５年目となる今回は、政略結婚
により対立する南部藩の姫たち
が、運命に翻弄されながらも夫を
支え、たくましく生き抜く姿を描
きます。感動の舞台をお届けしま
すので、ぜひおこしください。
▶日時…10月20日㈯18時開演
21日㈰13時開演
▶会場…二戸市民文化会館大ホール
（二戸市石切所字狼穴1-1）
▶入場料…◇一般：前売1,500円、
当日1,900円◇中高生：前売、当
日とも1,000円◇小学生以下無料
▶プレイガイド…アンバーホール、
チケットぴあ ほか
二戸市民文士劇実行委員会事務局
☎0195-37-2116

▼歌の会なかま▼岩手日報広

二戸市民文士劇「九戸城と女たち」

市立図書館では、移動図書館車で地域を巡回し、図書の貸出サービスを行って
います。「こんな本が読みたい」「うちの近くに来てほしい」などの要望がありま
したら、気軽にご相談ください。
貸出サービスの利用には、図書館の利用カードが必要です。カードをお持ちで
ない場合は、住所を確認できるもの（免許証、保険証等）をお持ちください。

華会

二戸★トピックス

■市外

市立図書館 ☎53‑4605 / 山形図書館 ☎72‑3711

▼一般社団法人全国哥麿会▼

谷地仁
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※運行経路の主な地区名を記入しています。
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広報担当やリポーターが、皆さんのところにおじゃまします。
地域の行事など、身近な情報をお寄せください。
地域づくり振興課 広報くじ担当 ☎ 52 2116 FAX52 3653

ਡȥɣɺĜʠʠˁʛʇȦୠय़
東日本大震災復興チャリティー大会 in 久慈 ８月12日

列を成すアートト
ラックを撮影する
来場者たち

梅沢政隆
リポーター

大久保勝男
リポーター

ীࠩܒɈࠩ໘ɬާ
護衛艦さわぎり入港

２

ܶɈັɬၐȧɬൌࠐ
山根塩の道ウォーキング＆流しソーメン交流会

８月４日

ழളబɈఛఱޠடʟʫʽĜ

１

７月21、22日

北限の海女フェスティバル

久慈港に海上自衛隊の護衛艦「さわぎり」が入港。艦内の
一般公開や装備品の展示が行われ、両日で約2,150人が来場
しました。一日艦長に任命された久慈高校１年生の宇部優希
乃さんは「艦内を見学できて楽しかった。自衛隊で働く看護
師になることも夢の一つです」と感想を述べました。

ණۊɈɼʱˋʠɁྡණૅܧ
第９回やまびこの里コンサート

７月29日

１／声援に手を振る坂本さん（最前列右）
大粒の雨に海女さんたちも「じぇじぇじぇ
〜」 ２／恒例の餅まきには高校生海女
クラブも参加 ３／久慈出身の歌手岩井
彦樹さんは歌で地元を元気づけました

31༃ڬ௫റȩණۊɈɘȾɤ
久慈備前の里夏祭り

８月13日

天然のヒラタケ発
見！きのこを珍し
そうに見入る子ど
もたち

カラオケ大会で熱
唱（上）盛り上が
る地域住民（左）

塩の道ウォーキングに山根・小久慈地区から約40人が参
加し、自然と触れ合いました。参加者は山根町橋場地区か
ら下戸鎖まで約２㌔を歩き、お昼は流しソーメンやかき氷で
お腹いっぱい。クイズやジャンケン大会では野菜やキノコが
プレゼントされ、楽しい一日となりました。
（大久保）

自然村ファミリーランドでやまびこの里コンサートが開
催。会場は田楽や川魚の塩焼きなどの販売や抽選会、バ
ンド演奏などのステージイベントが催され、地域住民ら約
250人は大いに盛り上がりました。なお、当イベントの収
益の一部は平成30年７月豪雨災害に寄付されました。

大川目町まちづくり協議会（小倉利之会長）は大川目
中学校で「久慈備前の里夏祭り」を開催。この祭りは、
平成９年から続く大川目の盆の恒例行事です。校庭には
屋台が立ち並び、打ち上げ花火や盆踊りなどが催され、
たくさんの人たちで活気づきました。

ޤႨɈᆧᆅɬəɭɄɁ෮ᆅ

ʏˁʃʨɈ࿔ɬఆୃ

ರɁૃȞȽȧɤᄿɖȠĊ
子ども教室夏休み版「夏井自然塾」

８月３日、８日

夏休み子ども料理教室

８月７日

ߤɬૅܧ
消防長表彰授与

威勢の良い太鼓に
合わせ盆踊りをみ
んなで踊ります

久慈☆ラボ 平庭高原環境整備

８月５日

小袖漁港周辺で北限の海女フェスティバルが開催
され約2,000人が参加。ちびっこあまちゃんの開会
宣言で幕を開け、恒例の餅まきや小袖保育園児のお
遊戯や小袖小学校児童のよさこいソーランなどのス
テージイベントで会場はにぎわいました。
イベント途中から大粒の雨が降り出しましたが、
海女さんたちは雨にも負けず素潜り実演を決行。傘
を差した多くの観客からは「頑張って〜！」などと
大きな声援が送られました。
同日、初めて素潜り実演をした地元小袖出身の坂
本梓沙さんは「潮の流れが速く、とても大変でした。
ベテランの海女さんたちは本当にすごいと思いま
す」と息をきらしながら語りました。

３

敬礼する 日艦長
敬礼する一日艦長
敬礼する
の宇部さん（上）
全長137m を誇る
「さわぎり」（左）

全国哥 麿会主催のイベントがもぐらんぴあ近隣広場で開
催。当日は約300台のアートトラックが全国各地から集結
し会場を埋め尽くしました。天候にも恵まれ、市内外から
約18,000人が来場。イベント終了後には退場するアートト
ラックの電飾がきらびやかに光っていました。
（森岩）

ɘȻɈɩȺȞ

森 岩 航
リポーター

8月10日

久慈消防長から感
謝状を受け取る畠
山さん

畠山タイ子さんに久慈剛史消防長から感謝状が贈呈。畠
山さんは、７月23日に山根町で蜂に刺され呼吸停止した傷
病者に、心臓マッサージや人工呼吸を行い、救助活動を支
援しました。受賞にあたり畠山さんは「とっさの判断と行動
で助けることができました」と当時を振り返り話しました。

ᆧᆅʋˋʞʑʠɁᄭି
８月11日

高校生「調理・製菓」コンクール

８月４日

夏井川では、泳ぎ
のほか生物観察や
綱引きなどで楽し
みました

完成した５品の料
理（上）
真剣な目つきで野
菜を切る児童（右）

平庭高原にシラカ
バの苗を植樹する
参加者

賞状を掲げ記念撮
影する料理部の生
徒たち

夏井・平山・久慈湊小の児童17人が、きれいな夏井川
に入って思いっきり遊びました。遊んだあとは自分でおに
ぎりを握ったりカレーライスづくりを体験し、おなかいっぱ
いに。学年を超え、また他校の子ども同士の交流も大成功、
夏休みの楽しい思い出ができたようでした。
（梅沢）

学校給食センターで夏休み子ども料理教室が開催され
児童13人が参加しました。テーマは「絵本に出てくる料理を
つくろう」。児童たちは、ピザやかぼちゃプリンなどを先生か
ら教わりながら調理。山王澪梨さん（小久慈小５年）は「自
分で作った料理はおいしいです！」と笑みを浮かべました。

市民ボランティア団体「久慈☆ラボ」が平庭高原にシ
ラカバの苗を植樹。来内小の児童や山形中学校の生徒ら
約70人が参加し「日本一の白樺美林」の環境保全を推
進しました。シラカバを生かした地域振興に取り組む、
同団体の植樹活動は今回で３年目となります。

久慈工業高校料理部の生徒が「高校生『調理・製菓』
コンクール」
（岩手朝日テレビ等主催）で上位に入賞。調
理の部で最優秀賞を受賞した小向瑛 翔さんは「初めての
出場で受賞できると思っていなかったのでびっくり！努力
は報われることを知りました」と喜びと驚きを語りました。
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大須賀 匡
リポーター

櫛桁 允法
リポーター
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əɭɄɈঢ়௲
市内の小・中学校で英語を教えているＡＬＴ︵外国語指導助手︶の皆さんが︑久慈で生活していて感じたことなどを紹介するコーナーです

全国レベルのコンクールで奨励賞受賞
筆に思いを込める高校生

書道は落ち着ける場所
山根市民

トーマス・マックスウェル さん

「2018 産経ジュニア書道コンクール」の高校生Ａ部門で奨励賞
を受賞した上山さん。同部門には762 点の応募があり、奨励賞は上
位３番目の賞。
書道を始めたきっかけや書道の魅力を聞きました。

センター

インディアナ州・23 歳 ／久慈湊小、
小久慈小、大川目小、久慈中、長内
中、夏井中を担当

☎ 57‑2055

塩の道ウォーキング

Hello ! My name is Thomas
こんにちは。新しい外国語指導助手のトーマスです。
この場をお借りして、自己紹介をさせてください。

着いているので、そんな場所があ

■書道を始めたきっかけは？

山根町に伝わる「マオー鳥」の昔話

私は、中学の書道のときに、ク

山根町に古くから言い伝えられている「マオー鳥」
という鳥を皆さんご存知でしょうか？

ることは良いんじゃないかなと思い

ラスの中でダントツで字が下手で

ます。

した。中学では柔道部に所属して

■受賞の感想

私は、アメリカ・インディアナ州のニュー・ホワイト

先月８月４日に山根の「塩の道ウォーキング」を

いて、年に一度その年の目標を筆

地域のコンクールで入選すること

ランド市というところの出身で、フランクリン大学の卒

した際に、その鳥が鳴いていたのです。塩の道案内

で書くのですが、もちろんその字も

はありましたが、全国レベルのコ

業生です。私の趣味は、読書、写真撮影、そして外

人の橋上智さんが、この機会にと、マオー鳥にまつ

下手だったので、どうにかしたいと

ンクールで上位の賞を受賞したのは

国語を勉強することです。今の時点で、英語、フラン

わる昔話を聞かせてくれました。継母に、いなくなっ

思って書道を始めました。母も書

初めてです。昨年、同じ教室の先

ス語、スペイン語、イタリア語、ノルウェー語の５カ

た馬（名前：アオ）を探して来いと言われた息子が「ア

道をに興味をもっていたので、一

輩が産経ジュニア書道コンクールで

国語が話せます。そして、運と少しの勉強で日本語が

オ、アオ」と捜し歩いたが、見つからず、最後には

緒に習い始めて、今も一緒に通っ

奨励賞を受賞したので、今年は私

話せるようになれば、６カ国語になります。

力尽きて死んでしまうという悲しいお話。

ています。

が受賞すると親と冗談で話してい

■書道を習ってみて

ました。実際、受賞の連絡が入る

久慈市に住むことができてとてもうれしく思っていま

この鳥の正体は「アオバト」で、山根若者の会が、

す。なぜなら、大都市と違い、小さな町にはそれぞれ

この昔話を題材に「マオー鳥物語」を以前上演しま

の町特有の、他とは違う素晴らしい文化があるからで

したが、当時40歳以下の会員約30人が全員マオー

す。久慈市で、たくさんのことを経験するのを、心か

鳥の鳴き声を聞いたことがなかったほど希少な鳥の

ら楽しみにしています！ よろしくお願いします！

ようです。
実際、塩の道で私が聞いた鳴き声は、細く高く

Name

上山 美冴 さん
うえやま・みさえ (18歳 )

中学２年の６月から晴山書道教

Proﬁle
久慈市立久慈中学校 卒業
岩手県立久慈高等学校長内校 ３年生
興道舘晴山書道教室 生徒
書道・臨泉会学生の部 ３段修了

「マーオ、マーオ」とどこかもの悲しく聞こえました。

室に週１回通っています。習った感

臨書が自分に向いていたのかなと

想はイメージ通り。自分では今でも

思っています。

当初と比べて字がそんなに変わっ

■今後の書道との関わり方

たつもりはないんですけどね ( 笑 )

塩の道を歩く活動を初めて3年目、ちょっと得した

田端 涼輔 さん
（たばた りょうすけ・24 歳）

2018 年着任。三重県津市出身。山根
市民センターに所属し、地域資源を
活用したカフェの開店に向け活動中。

カフェ開業への準備中！
今年の４月から山根市民センターでお世話になっている、地域おこ
し協力隊の田端です。私は現在、カフェ開業に向けてさまざまな準備
をしています。７月には、給食センターで４日間ほど研修させていただ

すが、書道をしているときは落ち

が、続けていけるよう、時間がつく
れればと思っています。

久慈来内ジュニアスポーツ少年団
代
表：大上博美さん
活動場所：来内小学校
問合せ先：72-2075

代表して大会の感想
を述べる大上和香奈
さん

きました。自分が昔食べていた給食をまさか作る側になるとは思って

平成24年６月にスポーツ少年団として結成された「来

いなかったのですが（笑）食品衛生の面で多くのことを学びました。ま

内ジュニアスポーツ少年団」。現在は小学生から高校生

た、毎週土曜日は、久慈市中央の「ZooZooCafe」、日曜日は、二十八

まで14人で活動しています。
前身の来内小学校での活動を含めると、11年連続で

験がないため、裏方での初めての経験に感激しています。是非、土日は、

全国ジュニアゲートボール大会に出場し毎年上位に入賞。

私の修行先のカフェにも遊びに来てください！

平成25年には全国1位に輝いています。今年も７月28日、
29日に埼玉県で開催された同大会に少年団から２チー

さて、私のカフェ開業への道のりですが、メニューはほぼ完成しまし

ムが出場。両チームとも全国３位の表彰台に上りました。

た！ 現在は、内装をどうするかという点に力を注いでおります。今後、

メンバーの大上和香奈さんは「みんなでミスをカバーし

地元の土木関係で働いている人や自宅が建築会社の友人と共に、家を
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いろいろと忙しくなると思うのです

私は普段は落ち着きがないので

日町の「702Coﬀee」で修行させてもらっています。飲食店で働いた経

カフェの内装を研究中

卒業後は進学を考えています。

■書道の魅力は？

気分になったウォーキングでした。

と「えっ？本当に？」って感じでした。

改装していく予定ですので、楽しみにしていてください！

全国３位の賞状やメダルを掲げ記念撮影

あいながらプレーができました」と喜びを語りました。
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INFORMATION

▼日時⁝ 日㈬

12

時〜

11

時 分

11

康になろう！﹂

■ 企 画 展﹁ 温 か い 食 べ 物 で 美 味 し く 健

月５日㈮

10

ொǔǔᐉ
߾ࣵኼծଇਘ
މᡩଇਘ
Χଇਘ
߾శଇਘ

Tel á
Tel á
Tel á
Tel á
Tel á
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■ うさこちゃんの部屋

日㈬〜

出

▼期間⁝

月７日㈰

会
料

時／ 10 月11 日㈭18 時30 分開演
（18 時開場）
場／アンバーホール大ホール
金／【全席指定】一般 4,000 円
高校生以下 2,000 円
演／シュトゥットガルト室内管弦楽団
ワルター・アウアー（フルート）
永峰高志（指揮・監修）

12

ǼȶȄțږ

૨

シンデレラのねずみ

著者 / 斉藤洋
出版 / 偕成社

図書館でアルバ
イトをするわたし
のもとにはなぜか、
不思議な話が集
まってくる。おか
しなことに、わたしの顔を見る
とみな、奇妙な話をしたくなる
らしい。

Ȥȳȳɛూங
ટव

祈りのカルテ

著者 / 知念実希人
出版 / KADOKAWA

初期の胃がんの
内視鏡手術を拒否
する老人や循環 器
内科に入院したわ
がままな女優など、
驚くほど個性に満ちた患者たちと
その心の謎を、新米医師、良太はど
う解き明かすのか。人の心を聴ける
医師の物語。

ɦɖɨɭᙰၩ̙۔ᯪ
ыղ୳ᝀцȔȂȶȘїӂࣖᯪ

アンバーホール ☎ 52 2700

日

▼会場⁝子育て支援センター

日㈮〜

集

ɇʘɵʡʀʡʐțɉɦȄ
ᨕțᝅȷགྷ 8QN 
ɜʊɭɊɨɩɑʐɭޛіᇷࣝؽ
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53

30

■企画展﹁いわての絵暦﹂

▼期間⁝

募

■ 日本一の漆の里にのへ 浄法寺漆産地めぐり

10

■ ブックスタート

﹁４・５カ月児相談・６カ月児健診﹂

の会場で︑ボランティアとスタッフ

分〜

28

図書館だより

17

☎ ︲４６０５

19

︽市立図書館︾

▼開館時間⁝９時〜 時

日 ㈪︑

10

︵土日祝は 時まで︶

25

▼９ 月 の 休 館 日 ⁝ ３ 日 ㈪︑

18

が絵本の配布と読み聞かせ︒

▼日時⁝ 日㈭

①４・５カ月児⁝ 時

10

日㈫︑ 日㈫

■ 企画展﹁はじめてみよう！ＤＩＹ﹂

自分で家具を手作りしてみません

二戸で国内唯一開催される漆の品評

45

20

30 10
分〜

時 分

16

②６カ月児⁝ 時

日㈰８時〜

人︵最小催行人数５人︶

15 21

13

会を見学するツアーを開催します︒

▼日時⁝ 月

▼募集人数⁝

※中学生以上

▼参加費⁝１５００円／１人

▼行程⁝久慈市役所︵集合︶〜浄法寺

漆共進会見学〜漆林見学〜昼食︵天

台の湯︶〜滴生舎見学〜浄法寺歴史

ナニャトヤラ連邦会議

10

▼会場⁝元気の泉

■ 図書館ボランティア講座

図書館の仕組み︑読み聞かせの基

月６日

礎などを学ぶ講座︒どなたでも無料

︲３７１１

10

工作など物作りに関する本を

30

か？

展示・貸出します︒

▼期間⁝６日㈭〜 日㈰

■ 図書館映画会

10

30

15

72

＋１ぴきのかえる﹂ほか

14

で参加できます︒

日㈯

▼期日⁝１日㈯︑ 日㈯︑

㈯︑

20

10

﹁

30

▼日時⁝８日㈯① 時② 時 分

時② 時 分

14

﹁かんすけさんとふしぎな自転車﹂ほか

▼日時⁝ 日㈯①

10

☎

▼主催⁝北緯

月 日㈮

民俗資料館〜二戸駅〜久慈市役所

▼募集期限⁝

10 40°
12

時

10

22

︽山形図書館︾

時〜

18

■読み聞かせ会﹁チビッコの部屋﹂

▼開館時間⁝
10

日 ㈪︑

日㈪︑ 日㈫

８月１日号の担当食生活改善推進員
大川目地区→長内地区
お詫びして訂正します。

☎０１９︲６０１︲９９９１

トマトは水気ふきとってざく切りにし、保存容器に酢と蜂蜜を入れ、冷蔵庫で２時間以上置く。
ショウガとニンニクはみじん切り、タマネギは粗みじん切りにする。ナス、ピーマン、ズッキー
ニは食べやすい大きさに切る。
油を熱したフライパンにショウガ、ニンニク、タマネギを入れ、タマネギがしんなりして薄い
きつね色がつくまで中火でじっくり炒める。
ナス、ピーマン、ズッキーニを加えて炒め、全体に油がまわったら 、サバ缶、カレー粉、
ケチャップを入れ、ふたをして５分ほど煮込み、ご飯と盛り合わせて完成。

銀河鉄道観光

30

ボランティアグループ﹁ピノキオ﹂

日㈫︑

日㈬

24

▼ ９ 月 の 休 館 日 ⁝ ３ 日 ㈪︑

日㈪︑

18

による絵本や紙芝居の読み聞かせ

時 分

▼期間⁝〜９月

15

【1 人分…603kcal ／食塩相当量 1.3g】
タマネギ………１個
ズッキーニ… 1/2 本
油…………小さじ２
カレー粉…大さじ１
サバ缶（水煮）…１缶
トマトケチャップ…大さじ２
ナス…………小１本
ご飯………… 300 ｇ
ピーマン………１個

サバと夏野菜のうま味が感じられるメニューです

■ 企画展﹁日本の妖怪展﹂

■八戸航空基地祭

▼日時⁝ ９月 日㈰８時 分〜 時 分

▼会場⁝海上自衛隊八戸航空基地内

▼内容⁝基地の一般開放︑展示飛行︑

ステージイベントなど

︲３０１１

30

ȯ Ɋ ʃ ˄ Ĝ
トマト…………１個
酢………………50cc
蜂蜜………大さじ１
ショウガ……１かけ
ニンニク………１片

26

17

25

久慈市食生活改善推進員協議会 ☎ 61 3315
今月の担当 小久慈地区食生活改善推進員

■材料（２人分）

▼日時⁝①８日㈯ 時〜

30 30

26

16

時 分

時〜︶

11

14 11

日㈮全７回

分︵初回は

30

② 日㈯ 時〜

日㈮〜

15 12

22

14 11

■パソコン講座を開催

▼期間⁝ 月

家 賃︵月額・円︶

戸数

10 10

■市営住宅空きあります

住 宅 名

時〜 時

▼時間⁝

▼会場⁝久慈職業訓練協会

▼対象者⁝母子家庭の母︑父子家庭

1 ３５００〜５２００ 円

52

萩ケ丘地区住宅

▼申込期限⁝９月 日㈮

14

︲２１２０

☎０１７８︲
28

海上自衛隊第２航空群司令部広報室
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人・無料

ǔ൭ࢉ  ̆˔Җțɼʎɞɦɨ
ɔȁȬǹ෭ȘෟҐȄȓǱȸȕȂ
ȹǕ෭ඌఓȜฒҭȗཕඵȕ
ȗȐȓǱȫȆǖཆȘȯजቾȗɼ
ʎɞɦɨɔᯯʃɉɔʒɼʎɞ
ɦɨɔᯰȜǕশቤȘࣽᨙȿ̌
ǵȸբᎪॄǹǯȸȕȂȹיᨵᘵ
ȂȹȓǱȫȆǖᏸȿފȸȌȮǕ
ស៴ȗȕȀȺǸȶɼʎɞɦɨɔ
ȁȬțұรȘՑȷኇȬȫȄȴǳǖ
ʠȁȬțʂɉȓȿȄȗǱ
ʠʃɉɵɨɔțң
ʠɼʎɞɦɨɔțћᜬ้Ԅ

ȞȧȞȧʅʛʙˋ

の父︑寡婦

生活環境課 ☎ 54 8003

▼定員・受講料⁝

月２日㈫

■金融犯罪防止出前講座

東 北 財 務 局 盛 岡 財 務 事 務 所 で は︑

各種団体の活動場所に伺い︑振り込

め詐欺の手口や対策を説明する無料

の出前講座を行っています︒

東北財務局盛岡財務事務所

☎０１９︲６２５︲３３５３

■多重債務相談窓口のご案内

東 北 財 務 局 盛 岡 財 務 事 務 所 で は︑

ʃɉɔʒɼʎɞɦɨɔיᨵ

10

☎

︲２１２９

▼申込期限⁝

県母子寡婦福祉連合会

☎０１９︲６２３︲８５３９

10

建築住宅課

☎
72

山形総合支所産業建設課

■ 岩手県市町村総合事務組合職員

︵大学卒︶採用試験

▼採用予定⁝１人

回消防体験まつり

お知らせ

■第

20

いろいろ

14

あなたも１日消防士！

時〜 時

10

な体験を通して防災について考えて

みませんか？

▼日時⁝９月 日㈯

30

多額の借金の相談に応じています︒

▼日時⁝ 月〜金曜日８時 分〜 時 分

︵祝日︑年末年始除く︶

16

▼会場⁝岩手県消防学校︵矢巾町︶

▼内容⁝地震・煙体験︑消火訓練︑

救助訓練見学︑パネル展示など

▼相談専用電話⁝

30

15

▼職務内容⁝一般的な行政事務

29

▼受験資格⁝①平成２年４月２日〜

10

平成９年４月１日に生まれた人②

31

平成９年４月２日以降に生まれた

18

人で大学卒または平成 年３月ま

11

でに卒業見込みの人

18

▼一次試験日⁝ 月 日㈰

▼申込期間⁝ ９月 日㈫〜 月 日㈪

http://www.sougoukumiai.

岩手県消防学校

☎０１９︲６２２︲１６３７

ො࿈گȍȵȷ

☎０１９︲６９７︲３４３４
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▼ＨＰ⁝

地域づくり振興課☎ 52‑2116

☎０１９︲６２２︲６２４２

ᑒǺ፹͗ǔ۩ကጰ֭Ȃɀ

morioka.iwate.jp/
岩手県市町村総合事務組合総務課

ħ
ǨȁȐȏ
еൽϵࢦȍȵȷ
܋юղՇ

Ԅᑁᗌᄳ̟Єы
ɇɝɇɏʡɖɞɭʎ
ɋɈʡɔ
日

時／ 10 月 4 日㈭ 18 時 30 分開演
（18 時開場）
会 場／アンバーホール大ホール
料 金／【全席指定】Ｓ席 3,100 円（友の会 2,800 円）
Ａ席 2,060 円（友の会 1,800 円）
出 演／群馬交響楽団（指揮・大友直人）
フィリピン・フィルハーモニック管弦楽団
福村芳一（指揮）
、五嶋龍（バイオリン）
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INFORMATION
■市議会９月定例会議の予定
◇本会議⁝６日㈭◇一般質問⁝ 日
㈫︑ 日㈬◇決算特別委員会⁝ 日
㈫︑ 日㈬◇本会議⁝ 日㈮
定例会議は傍聴席で傍聴できるほか︑
インターネット中継も行っています

■子どものための養育費相談会
■ 雇用確保の助成金申請受け付けます
岩手県では︑沿岸 市町村に所在

人などに対し︑司法書士が支援を行
を活用している事業者が求職者を雇

し︑国や市の補助金・融資事業など

適正な養育費を受給できていない
う相談会を実施します︒
日㈭

用した場合に助成を行っています︒
年１月

▼助成額⁝１人当たり３年間で最大

▼申請期限⁝平成

▼日時⁝ ９月８日㈯ 時〜 時
▼会場⁝岩手県司法書士会館
▼相談料⁝ 無料
１２０万円︵雇用に先立って住宅
支援の導入などを行った場合１年

▼相談電話⁝
０１２０︲５６７︲３０１

■ いわて産業人材奨学金返還支援制度
県では︑岩手で暮らし︑働きたい
間で最大２４０万円︶

☎０１９︲６２１︲７０７２
■農政関連の情報を配信
東 北 農 政 局 岩 手 県 拠 点 で は︑農 林

事務センター

時

☎０１９︲６０１︲５２６３
■子育て講演会を開催
時〜

▼会場⁝久慈市役所車庫棟会議室

▼期間⁝９月 日㈪

電子メール﹁いわて通信﹂
で毎月配信

氏

わり方について

小久慈朝市の開催に合わせ︑久慈

■久慈市歴史民俗資料室の公開

生涯学習課

☎ ︲２１５６

▼演題⁝﹁気になる子﹂の理解と関

梅野佳和

特別支援教育エリアコーディネーター

▼講師⁝岩手県立久慈拓陽支援学校

https://www.contactus.maﬀ.

９月の老人月間に合わせ︑電話や

■シルバー１１０番特別相談デー

☎０１９︲６２４︲１１２５

go.jp/j/tohoku/form/m̲iw.html
東北農政局岩手拠点

▼ＨＰ⁝

Ｑ Ｒコードからお申し込みください︒

し て い ま す︒配 信 を 希 望 さ れ る 人 は

水産省や県内農政関連機関の情報を

岩手県事業復興型雇用創出助成金

０１２０︲８２３︲８１５

http://www.joho-iwate.

岩手県司法書士会

若 者 の 奨 学 金 の 返 還 を 支 援 し ま す︒
詳しくはＨＰをご覧ください︒
▼ 対 象 者 ⁝県内ものづくり・ＩＴ企
業への就業
︵８年以上︶と県内居住を
希望する学生
︵大学や大学院など︶ま
たは既卒者
︵県外で就業中の人︑県内
で正規雇用で就業していない人︶
▼募集人数⁝ 人程度
▼支援額⁝最大２５０万円
▼申込期限⁝ 月 日㈪
▼ＨＰ⁝
or.jp/scholarship/index.html
岩手県ものづくり自動車産業振興室

月１日㈪

☎０１９︲６２９︲５５５１

■税などの納期
●固定資産税︵３期︶⁝

市歴史民俗資料室を公開します︒

岩手県高齢者総合支援センター
☎０１９︲６２５︲０１１０
■環境影響評価書の縦覧
久慈地区汚泥再生処理センター建

▼公開時間⁝８時〜
長内中学校︶

時 分

久慈

☎ ︲２７００

▼会場⁝久慈市歴史民俗資料室︵旧
▼料金⁝無料
文化課

時〜

■動物愛護フェスティバル
▼日時⁝９月 日㈯

▼会場⁝久慈地区合同庁舎

時 分

▼内容⁝児童動物画コンクール表彰

☎

︲４９８７

式・入賞作品展︑講演会︑イヌと
久慈保健所

ます︒
時

分

のふれあいコーナーなど
分〜

︵久慈地区し尿処理場︶︑市役所生

▼縦 覧 場 所 ⁝ 久 慈 広 域 連 合 衛 生 課

での平日 ８時

▼日時⁝９月３日㈪〜 月３日㈬ま

設に関する環境影響評価書を縦覧し

日㈰︑

来所による相談窓口の開設や福祉用

６年
年 3 月卒で

続勤務している人

５万円

９月 日㈮

月 日㈰

●国民健康保険税・後期高齢者医療

時〜 時

野の専門家が秘密厳守で対応します︒

▼公開日⁝９月９日㈰︑ 月

日㈬

具の展示を実施︒相談は無料で各分

保険料︵３期︶
●学校給食費︵５期︶⁝９月
▼日時⁝９月 日㈯
３階研修室・相談室・展示室︵盛岡市︶

▼会場⁝ 岩手県福祉総合相談センター

市では若者の地元定着を支援する
▼相談電話⁝ ０１２０︲ ︲８５８４

■新卒者雇用支援奨励金を交付
ため︑奨励金を交付しています︒詳

３年
平成

しくは市ＨＰをご覧ください︒
勤務年数

月以内

日から６カ

が経過した

雇用後３年

万円

平成 年
平成 年度に奨励
今年度の
３月卒の
金 を 受 け 取 り︑ 継
対象者
新卒者
奨励金額

申請期限

▼ＨＰ⁝

活環境課︑侍浜市民センター

なかよし

٘ڀȒǼȷ੶ᐄᚘǔ☎ 

▶Ӭᦲ… ஸ㈮
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☎61 3366
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●広告掲載に関する問い合わせは
㈱レーベル ' ホールディングス（☎ 52‒0041）まで

久慈市十八日町 ☎52 2010

久慈市長内町34ー26ー1
ＴＥＬ 0194ー52ー1155

㈲野場造花仏具店
営業時間 平日9：00〜17：30
久慈市川崎町12 18 YKビル1階
（宇部龍一）TEL

53-6630

宇部機器サービス 久慈市中央 1-30

バランスの良い昼食です
入浴もご利用できます

ちだ医院

久慈市門前37 56 26

利用者数は１日10名の小規模
施設で一人ひとりに声掛けをし、
きめ細やかなサービスと家庭的
で温かい介護を行っています。

※要予約

小児科・内科
アレルギー科

53-5225

24時間体制で受付ております
！
見積り料・出張料サービス中！
まずは、お電話下さい。

など何でもご相談下さい

休日当番医

▶▶▶ご利用日はご相談下さい◀◀◀
その他の時間変更はWEBにてご確認ください

安心安全の目印
「Ｓマーク」
登録店

破産 成年後見 不動産登記

祝膳・仏膳・折詰・弁当・オードブル・寿司
相続 遺言 離婚 債務整理

長内館・川貫館・野田館
61 1818

メモワール・ノヴァ

（御予算に合わせてご用意させて頂きます。）

なごみ

TEL0194

《各種仕出し料理承ります》
休診

1 日無料体験を承っております
※受付17:00まで

くじセレモニーホール
ストーブ、
ボイラー
エアコン、各種機器
修理、取付、販売
ストーブ分解掃除
エアコンクリーニング
休診

30

即、
その場で
修理可能
です
久慈市長内町 ☎

14

in

真心をこめた料理をお届け致します。
52-2600

12

10
30

13

52

53

仏壇、
神仏具、
花環、
葬儀一式

おらホーム

10

■放射線量率(８月７日測定)
測定場所…市役所・山形総合支所
平均値
測定位置
８月測定 ７月測定
地上高１ⅿ 0.050
0.050
地上高50㎝ 0.050
0.050
地上高５㎝ 0.050
0.055

http://www.city.kuji.iwate.jp/

※( )内は、
前年比

久慈広域連合衛生課

1,083㌘(+41㌘)

一人一日当たり

syoukouka/shoukonousei-g/

442(+5)

︲９０９０

105(‑2)

久慈市小久慈町 ☎
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うち資源物

11:00までの診療

11
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うち可燃ごみ 1,026(+39) 3,956(+29)

15
■市内の犯罪状況など
○総数…70 件 (うち空き巣被害９件)
■ごみの状況 （単位㌧）
７月の排出量 ４月からの累計

久慈ひまわり基金
法律事務所
１㈯
18㈫
29㈯
30㈰

10

10

10

84

17

10

66

※( )内は、１月からの累計/前年同期との比較

ȅ
ȿ
ȵ
Ⱥ
Ȅ
Ǽ
Ƿ
ᨻ
Ǳ
Ȅ
ȫ
Ȇ
ᲇ
ᯚ
̙
ᢤ
ᯛ

53(‑8)

うち不燃ごみ

57)
12)
69)
3)
15)

☎

ごみ総量

/‑
/+
/‑
/+
/+

修理専門店

16

15

10

28

29

15

34)
15)
16)
3)

デイサービス
センター

25 11

26

/+
/+
/+
/+

〔敬老の日おめでとう〕

10

10

30

/+ 1)
各１人

10

27 24

52

2)
2)
/+
/‑

■市内の火災
○発生件数… 0件 (
9
○死傷者数… 0人 (
0
■救急活動
○出動件数…102件 ( 724
交通事故… 9件 ( 48
急
病… 69件 ( 496
そ の 他… 24件 ( 180
■市内の交通事故など
○発生件数… 48件 ( 407
人身事故… 2件 ( 20
物損事故… 46件 ( 387
○死 亡 者… 0人 (
3
○負 傷 者… 2人 ( 24
○飲酒運転
検挙者数… 2人 (
5
◇地 域 別…小久慈、長内分会

Ǽ

ǵ
ȶ
ȹ
ȸ
ȵ
ǳ
Ș
ᨣ
ࣣ
ȷ
ȫ
Ȇ
ᲇ
͞
ऍ
ȯ

ږ
Ǽ
※測定単位はマイクロシーベルト毎時
◆国の定める基準…0.23 マイクロシーベルト毎時

10

52

15

⁝ 月１日㈪

1,184(+29) 4,657(+10)

50

10

27

※( )内は前月比

デイサービス
センター

９月のお知らせ

31

28

12

31

26 12

■人口と世帯数(７月31日現在)
○人 口… 35,287人
(‑ 33)
男 … 17,048人
(‑ 11)
女 … 18,239人
(‑ 22)
○世 帯… 15,665世帯
(+ 1)

30̲shinsotsushien.html
企業立地港湾課 ☎ ︲２３６９

᯽ஸțɬʡɤ

広報

７

４

９月１日号

３

くじ

６

No300

月

日に久慈市漁業協同

組合周辺で﹁久慈みなと・

このまつりは︑平成 年から

１万人が来場しました︒

さ か な ま つ り ﹂が 開 催 さ れ 約

７
29

現在の名称となり︑全国に久慈
の 海 の 元 気 を 発 信 し て い ま す︒
当日は︑時折小雨が降る天気で
したが︑新鮮な海産物を買い求
める参加者で大にぎわい︒会場
では︑特産品の販売やホタテ釣
りゲーム︑地元産の魚を使った
料理のお振る舞いなどが行われ︑
あちらこちらで長蛇の列となり
ました︒ステージでは︑久慈市
と防災協定を締結している新潟
県小千谷市のＰＲや市内小中学
校 の よ さ こ い ソ ー ラ ン の 披 露︑
川野夏美歌謡ショーなどが催さ
れ︑熱い声援と拍手が贈られま
した︒
イベントに参加した八戸市の
関根さん一家は﹁今回で２回目
の参加︒久慈の新鮮な海産物を
楽しむことができました︒子ど
もがイカが好きなのでとても喜
んでいます﹂と一家みんなでま
つりを堪能していました︒

発行／久慈市 編集／総合政策部 印刷／㈲ヘイハン印刷
〠028 8030 久慈市川崎町１番１号 ☎ 0194 52 2111 ℻ 0194 52 3653

窪田ヤチ子さんの孫（天神堂）

ホームページアドレス

大須賀広報リポーター

24

ちゃん
中島 環（１歳）
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１／「大漁旗をつかまえろ〜！」 ２／大漁旗をなびかせ海上パレード ３／久慈近海で水揚げされた生物を展示。子どもたちは
アオウミガメに興味津々 ４／固唾をのんでマグロ解体ショーを見守る観客 ５／よさこいソーランを踊る小袖小学校の児童たち
６／魚料理のお振る舞いに長蛇の列 ７／小千谷市のＰＲではイメージキャラクターの「よし太くん」も登場

http://www.city.kuji.iwate.jp/

未就学の子ども、もしくはペットの写真
を募集しています。写真に必要事項（氏名、
年齢、性別、住所、申込者との続柄）を
添えて、久慈市役所「広報くじ担当」ま
で郵送、または直接お持ちください。写
真は掲載後にお返しします。

