
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
２月 27 日に開催された第１回夏井未来づくり広場では、「2020 年

にやることをひとつ決める」ための話し合いでした。  
「防災公園」と「コスモス園」の活用に多くの意見が集まりました。  

 

 

 

 

（前回参加した方の感想）  

・夏井が未来に多くの人が集まってくれれば楽しいです。  

・やりたい事業が違っても、その先にあるものは同じだと思った。  

・夏井の未来づくり、いろいろな交流ができればよいと思います。  

【質問】おしゃべりだけ参加でも大丈夫？ 

    毎回は無理だけれど、参加してもいい？ 

 

 

 
   

  

夏井をおもしろがろう！ 

第２回の広場では、防災公園やコスモス園の  
アイデア出しやコロナ禍での困りごとなどをしばらくぶりにゆる～く話す場と
したいと思います。広い部屋を使い、少人数でのおしゃべりをしましょう！  夏井市民センター 電話番号 53-2581 ファックス 52-2125 

第 50 号  令和 2 年 10 月 1 日  編集発行 :夏井市民センター  ☎ 53-2581 

日時 ： 10 月 19 日(月)18：00～19：40 
場所 ： 夏井市民センター 
 ＊事前申し込みのお願い＊ 
・皆様が安心して参加できるよう、３密回避や時間縮小など対策を講じて開催
いたします。 
・新型コロナウイルス感染症等の状況により急きょ中止する場合がありますの
で、事前申し込み（連絡先の提供）についてご協力をお願いします。 
・参加したい方は、10 月 15 日（木）までに夏井市民センターへお申し込みくだ
さい。 

（問い合わせ先 夏井市民センター 電話 53-2581） 

『夏井未来づくり広場』は、夏井町の将来像（こんな夏井にしたい）の実現に向

けて語り合う場です。井戸端会議のように楽しく語り合う場として定着して欲しい

との願いを込めて、“広場”と呼んでいます。 

大歓迎です！(^O^) 

開催日や活動の様子は、セン

ターだよりでお知らせします。 

地域の情報コーナー  

十三夜お月見会を開催します。  

 五穀豊穣を祝いながら交流を深めましょう。また、『夏井町自慢の風景写真

コンクール』の表彰式をあわせて行います。  

  日時 10 月 29 日（木）午後 5 時 30 分から  

  場所 コスモスの家ステージ（久慈市夏井町夏井 3-22-7）  

 会費 1,000 円  

 主催 夏井川堤の景観を創る会  

参加申し込みは、10/16（金）までに、夏井市民センターへお願いします。電話 53-2581 

 写真コンクールの締め切りは、10/15（木）まで。（提出先＝夏井市民センター） 

 

 

 

おでかけやコミュニケーションが元気の秘訣！ 

“わいわい”“がやがや”参加して 

《いきいき》と過ごしませんか？ 

※感染症防止対策等により、バスが利用 

 できないと判断した場合は、中止と 

 いたします。バス定員は、15 人です。 

☞「活き活き倶楽部」への「部員登録」の申し込みが済んでいる方に

は、お手紙で案内が届きます。※新規申し込みも大歓迎です！ 

第３回 防災公園炊き出し体験会 
防災公園の設備を使って、耐熱ポリ袋でご飯を炊いてみます。箸や皿がなくても食

べることができ、１人分ずつ炊けるため衛生的です。 

開催日 令和２年１０月１４日（水）  

◎時 間 10 時 00 分～12 時 00 分 ※小雨決行 
＊最寄りのバス停留所等から乗降いただくことができます。 

乗車人数により調整し、ハガキで乗車時間をお知らせします。 

◎場所 防災公園 多目的広場２ 
◎講師 大向昌彦（防災士：やませデザイン会議）、久慈市社会福祉協議会 

◎持ち物 精白米１合、飲み物  

◎申込締切 令和２年 10 月 12 日（月）  

 

市の関係職員も参加する予定です。

防災公園の見学をしてみませんか？ 

本講座は、どなたで
も参加ＯＫです！ 
若い方も一緒にご
参加ください。 

今年度の夏井町民文化祭は、中止となりました。  

去る 9 月 25 日に開催された夏井町振興協議会理事会・執行部会にて、新型コロナ感染症拡大防
止のため中止と決定しました。  



 

 

 

 

 

 

知ってほしい地層の歴史 
～一緒に夏井の歴史に触れてみませんか～   

日時 １１月１日（日）午前９時３０分～正午まで 

場所 夏井町半崎野田層群と大崎地区の浜辺 
※小雨決行(雨天時は、もぐらんぴあ管理棟にて勉強会のみ行います。） 

集合場所 半崎緑地公園駐車場 (バスで見学場所へ移動します。) 

     ※自家用車で参加する方は、9:00 までにお集まりください。 

講  師 久慈市ジオパーク研究員 佐々木和久氏 

バス送迎あり 申し込みの際に最寄りの停留所をお知らせください。 

持ち物 軍手、デレッキ、雨具、飲み物、タオル、メモ、筆記用具、マスク 

定  員 １５名 (超えた場合は、小・中学生を優先します。) 

お問い合わせ・お申し込み 10/20（火）までに夏井市民センター（電話 53-

2581）へ連絡をお願いします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 月 20 日に行った神楽着付け体験の様子をお届けします。 

［着付け体験の様子] 

私たち夏中ヤンボラ部の【神楽
か ぐ ら

守
まもる

くん】チーム 

は五人で活動しています。 

 今回は初めて行った活動でしたが、私たちが 

持っている力で着付け体験を行うことができま 

した。 

 夏井大梵天神楽は保存会の方々や夏井中で 

の伝承活動によって今も受け継がれています。 

しかし、地域の伝統文化に触れあう機会がなく、 

小学生の認知が少ないことが現状です。 

 なので、このような活動を行っていくことで少しでも地域の文化に触れあうきっかけ

になってほしいと思います。 

                         これからも神楽の伝承に関する活動を行っ 

                  て行こうと思いますので、今後ともご支援賜り 

                  ますようお願いします。 

                   【ひとことコメント】 

                     Its very difficult. 

                   (とてもむずかしかったです) 

                               

 

 

 
 

この記事は、中

学生がパソコンで

作ってくれました

ので、そのまま掲

載 しております 。

Good！(*^^)v 

夏中ヤンボラ部、２つ目のイベントです。 
 とても頭を悩ませてがんばって話し合っていました。これまでに実施した『土か
ら知る郷土の歴史』シリーズの一環として開催します。  
小・中学生を対象として子ども達は企画をしていますが、大人も一緒に参加して

いいとの許可を得ました。  
昨年度に“大唐の倉”を見学した皆様には、おすすめの内容となっております。  
お一人様での参加も大歓迎！また、親子やお孫さんとの参加をぜひお待ちしてお

ります。（以下、中学生が作成したチラシから引用しています。）  

【日程】 
※バス送迎 8:30 開始  

9:00 受付（半崎緑地公園）  
9:30～10:30 
＊地層の勉強会  

   （15 分間  移動）  
10:45～11:45 
＊海岸のゴミ拾い  

（12 時 解散）  
※バス送迎 12:00 開始  

【バスの時間（めやす）】 
黒沼 ８：３０発  
夏井市民センター ８：３５発  
田沢 ８：４０発  
大崎 ８：４５発  
播磨屋商店 ８：５０発  
半崎緑地公園 ９：1０発 

 
※乗る人数により調整し、ハガキで
乗車時間をお知らせします。  

※このほかのバス停留所も可  
 

 

まちなかにも、少し入ると自然を満喫できる場所が多くあります。今回は、ご利益も得られる

神社を巡るウォーキングです。かぼちゃコンテストの見学もあります。秋を満喫しましょう。 

十二支巡りウォーキング

キング 

開催日  令和２年 10 月 18 日（日）  

◎時 間 10 時 30 分～15 時 30 分 
【受付】10:15～ 

◎集合場所 夏井市民センター（ホール脇駐車場） 
◎行 先 久慈市内（神社巡り） 
 ※小雨決行（荒天の場合は、10/24 へ延期） 

川代交流館（ジャンボかぼちゃ見学＆昼食） 
～中町イベント広場～巽山稲荷神社ほか～ 

◎講 師 久慈市ふるさと体験学習協会 
◎対 象 山道を２時間程度歩ける方 
◎定 員 20 人 ◎参加費 無料 ◎申込締切 令和２年 10 月 14 日(水) 
◎持ち物 お弁当、雨具など登山にふさわしい装備（かっぱ、滑りにくい靴など） 

 

夏中ヤンボラ部せみチームです。「話し合い」

って難しい！何度も集まり考えて、何とか開催で

きそうです。勉強会が楽しみ！ かぼちゃコンテスト 10 月 18 日（日） ※かぼちゃの回収は、10/11（日）です。  
今年の大かぼちゃまつりは、かぼちゃの展示のみ実施します。場所：川代地区交流館  


