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日

９月３日︑久慈市と三重県

明和町は﹁災害時相互応援に

関する協定﹂を締結︒この協

定は︑両市町のどちらかに大

規模な災害が発生した場合に︑

要請により︑災害復旧を円滑

にするため︑生活必需物資の

提供や資機材の支援︑職員の

派遣などを行うものです︒

当日は︑明和町役場で遠藤

譲一市長と中井幸充明和町長

が協定書に調印し︑固く握手

を交わしました︒中井町長は

﹁南海トラフ大地震発生時は

近隣市町村には応援ができな

い状況が考えられます︒地理

的︑災害の条件の違う市町と

の防災協定が住民の大きな支
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10/10
(水)

10/11
(木)

日本大震災や台風 号のとき

は自前の職員だけでは限界が

ありました︒元気な外部から

の人材が非常に助けになりま

す︒災害に備えるだけでなく︑

観光︑物産などさまざまな交

流ができればと考えていま

す﹂と応えました︒

10/23
(火)

10

固く握手を交わす遠藤市長（右）と中井町長

時

9:00〜 9:15
9:30〜 9:45
10:00〜10:15
10:30〜10:45
11:00〜11:15
11:25〜11:40
11:50〜12:00
8:50〜 9:00
9:20〜 9:30
9:50〜10:00
10:05〜10:20
10:35〜10:45
11:05〜11:15
11:25〜11:35
11:45〜12:00
9:20〜 9:35
9:45〜 9:50
10:05〜10:15
10:20〜10:25
10:30〜10:40
10:50〜11:05
11:15〜11:20
11:40〜11:55

場

所

市民体育館
上長内公民館
宇部市民センター
久喜地区防災センター
小袖漁村センター
大尻スクールバス転向所
元木沢公民館
市役所東口（車庫前）
山根市民センター（旧山根小中学校）
岩瀬張公民館
小久慈市民センター
大川目市民センター
夏井市民センター
高砂公民館
侍浜市民センター
戸呂町消防屯所前
岡掘公民館前
日野沢消防屯所
新落安橋脇
荷軽部地区集落センター
来内地区集落センター
九戸高原橋脇
山形総合支所前

INFO
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９月２日︑
市民体育館で﹁第

優勝…見上元太
（日蔭塾）

回三船十段杯争奪柔道大

▶高校以上男子の部

会﹂が開催︒東北各地から参

優勝…佐藤慧珠（青森県・車力柔道少年団）

講師を務め︑寝技のかけ方や

▶少年低学年の部

背負い投げのポイントなどを

◇個人戦◇

指導しました︒参加者は講師

３位…三船十段記念館

の話や手本を真剣に見聞きし

優勝…久慈市柔道協会

実践︒講師から﹁最初より上

▶高校以上女子の部

手くなったね﹂と声をかけら

優勝…東北町立上北中学校
（青森県）

れると目を輝かせました︒

聞いた﹁何も求めていないけ

れど﹂という言葉の奥にある︑

無数の訴えや叫びを感じたこ

優勝…宮高ＯＢ
▶中学校女子の部

加した約７５０人の選手たち

三船十段記念館の選手も大活躍

が︑熱い戦いを繰り広げまし

7

３位…久慈高等学校

た︒市内の選手たちも︑大き

優勝…盛岡中央高等学校

な声援を受けて大活躍︒久慈

▶高校男子の部

市柔道協会︑日蔭塾の見上元

優勝…東北町立上北中学校
（青森県）

が参加︒講道館道場指導部の

▶中学校男子の部

太さんが︑団体戦・個人戦で

２位…三船十段記念館

向井幹博課長︑世界柔道選手

優勝…小中野道場
（青森県）

それぞれ優勝しました︒

▶少年の部

権の優勝経験を持つ秋本啓之

◇団体戦◇

▶一般の部

思いを込めスピーチする中戸鎖さん
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大会前日には︑柔道教室が

30

（敬称略・太字は市内参加者の成績）
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さん︑梅木真美さんの３人が

日︑アンバーホール

29

NEWS

行われ︑小中学生ら２ ０人

８月

を会場に﹁平成 年度わたし

の主張久慈地区大会﹂が開催

人

14

されました︒大会には︑管内

４市町村の各中学校から

が参加︒生徒たちは︑社会へ

の意見や希望︑日常生活の中

で感じたことなどを素直に自

最優秀賞を受賞した︑長内

分の言葉でスピーチしました︒
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中学校３年生の中戸鎖花凜さ

んは
﹁何も求めてないけれど﹂

と題し︑難聴を患う母親との

とや︑障がい者への心無い態

度を今すぐやめ︑相手を尊重

することの重要さを訴えまし

た︒

中戸鎖さんは︑久慈地区の

県外の単独市町村との防災

１両目の後部ドアが乗り口、前部ドアが降り口です。その
ほかの車両のドアは開きませんので、ご注意ください

えとなると考えています︒こ

ドアの開き方

代表として９月 日に矢巾町

車 内 の ボタン
を押して、ドア
を開ける

協定は新潟県小千谷市︑東京

運 賃 箱に乗 車 駅
証 明 書と 運 賃 や
乗車券を入れる

14

大 会 成 績
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の協定が両市町の発展につな

１両 目 最 前 部 の
運 賃 表 で 金 額を
確かめる

都小金井市に続き３番目の締

駅係員がいない駅での降り方

結となります︒

お持ちの切符以外の区間
から乗車する場合は、乗車
駅証明書を取る

がると感じています﹂とあい

入 口 のボタンを押して、
ドアを開ける

NEWS
さつ︒続いて︑遠藤市長は﹁東

ＪＲ八戸線の列車の一部がワ
ンマン運転を実施します。それ
に伴い、利用方法が変わります。
ご理解ご協力をお願いします。
▶実施日…10月20日㈯〜
▶対象区間…八戸線 （八戸〜久慈間）
▶ＵＲＬ…http://www.jrmorioka.com/info/
onemancar.html
駅係員がいない駅での乗り方

で開催された﹁わたしの主張

八戸線の列車の利用方法が変わります

岩手県大会﹂に出場し︑優秀

INFORMATION

■入賞者（敬称略）
▶最優秀賞
中戸鎖 花凜（長内中）
▶優秀賞
久慈 七美（侍浜中）
小野 寧久（野田中）
▶優良賞
中森 遥香（大川目中）
齋藤 花菜（夏井中）
松頭 薫乃（普代中）

賞を受賞しました︒

▶主な業務…①通学時の児童・
生徒の安全確保②小・中学校
などでの交通安全教室③イベ
ントにおける歩行者の安全確保
▶応募資格…次のすべてに該当
①普通運転免許を所有②人格
円満で健康③ボランティア精
神がある
▶応募方法…生活環境課へ履歴
書を提出。後日、面接の日程
を連絡します
▶申込期限…10月31日㈬
生活環境課 ☎54‑8003

日常生活を振り返り︑母から

交通指導員を募集します
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背負い投げのポイントを
丁寧に教える秋本講師
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狂犬病予防法によりイヌの飼い主には、イヌに年
１回の予防注射を受けさせることが義務付けられて
います。本年度、まだ注射を受けていないイヌに必
ず接種をさせてください。予防注射は、市内の動物
病院でも受けることができます。
■対 象…生後91日以上のイヌ
■持ち物…通知ハガキ
（裏面が問診票になっています）
■注射料金…3,100円
※新たに登録するイヌの場合は、
別途印鑑と登録料金3,000円が
必要です
日

10/23
(火)

時

13:05〜13:10
13:20〜13:25
13:30〜13:40
13:50〜13:55
14:00〜14:05
14:40〜14:45
15:00〜15:05

場

所

日影橋脇
南野市蔵様宅前
霜畑コミュニティセンター
旧ＪＲ回転場脇
宅石理容室
つなぎ地区消防コミュニティセンター
新田集会場
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