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2011 年も笑顔広がる良い年に！

明けまして
おめでとう
ございまーす！

平成 年新春座談会

高校生が描く

の

まち 未来
新年明けましておめでとうございます︒
３月６日で新久慈市が誕生して５周年︒
﹁人輝き︑活力みなぎる久慈市﹂の実現
に向けて︑さらに歩みを進めます︒
今 年 の 新 春 座 談 会 の テ ー マ は﹁ ま ち の
未 来 ﹂ で す︒ 将 来 の 久 慈 市 を 担 う 高 校
生 に︑ 夢 や 希 望︑ 久 慈 市 へ の 期 待 な ど
を存分に語っていただきました︒
︵５㌻まで・本文中敬称略︶

市内の介護福祉施設

きたいと思っています︒
■馬内
■市長

励む活動

２年生から実習や久慈拓陽支
げて頑張ってきた様子が伝わ

から内定をいただきました︒
援学校のボランティア活動に
り︑うれしく思います︒

を向上させる良い経験になっ

りました︒多くを学び︑自分

い﹂という思いがさらに深ま

かけは︑どんなところですか︒

関心を持つようになったきっ

化に関心があるようですが︑

小田くんは国際交流や国際

しっかりと目標を掲

取 り 組 み︑
﹁人の役に立ちた

たと思っています︒

対談者

新年あけましておめ

（久慈高２年）

か ら 内 定 を い た だ き ま し た︒

進路は関東の鮮魚販売会社

けられたと思っています︒

だくことができ︑完成に近づ

だけですが販売もさせていた

に取り組んできました︒１社

使 っ た ハ ン バ ー グ ︶﹂ の 開 発

短 バ ー グ︵ イ カ と 短 角 牛 を

■下舘

もっと外国の方と交流をし︑

が足りないと感じています︒

けるだけでは︑まだまだ勉強

場の英語を聞くと︑授業を受

していますが︑ＡＬＴから本

ようになりました︒今も勉強

まちの国際化にも興味を持つ

で︑英語のおもしろさを感じ︑

した英語弁論大会がきっかけ

■小田

見があってこそ充実した活動

違いを感じますが︑多くの意

ます︒高校生と大人で視点の

商店街の方々と意見交換をし

街地でイベントを開くときは︑

きっかけです︒ヤンボラが市

■新里

はどんなところですか︒

かけや︑やりがいを感じるの

さんがヤンボラを始めたきっ

去年より良いものを︑商店

友達に誘われたのが

学校で学んだことを生かして

広い範囲での勉強がしたいと
久慈市としても中高

せ︑大きなイベントがつくれ

街をどうにかしたいという気

昨年︑フランクリン市を訪

たときは達成感を感じます︒

生海外派遣事業など︑これか

問した際︑アメリカの学生た

■市長

持ちが強いので︑準備なども

ちが積極的にボランティア活

厳しい状況ですが︑高校生か

らも交流を続けていきたいと

動に取り組む姿を見て︑日本

ら元気をもらって頑張ろうと

苦にはなりません︒力を合わ

の子どもたちも頑張っている

話しています︒今後﹁こんな

商店街の方たちには︑

なと同時に感じました︒新里

思っています︒

■市長

（久慈高２年）

馬内 茜さん

あかね

（久慈東高３年）

下舘 情くん

まこと

（久慈東高３年）

野球部に所属し︑今

ヤングボランティア

久慈市で福祉関係の仕事につ

将 来 は 国 公 立 大 学 に 進 学 し︑

方々と一緒に活動しています︒

街地活性化に向けて商店街の

ＳＥＥＤのリーダーとして市

■新里

部に進みたいと思っています︒

で国公立大学の国際関係の学

います︒英語に興味があるの

は春に向けて練習を頑張って

■小田

路についてお聞かせください︒

か︒まずは活動や志望する進

熱意を注いでいるのでしょう

す︒皆さんは今どんなことに

はまちに元気を与えてくれま

将来を担う皆さんの頑張り

を描いていきたいと思います︒

ながら︑一緒に久慈市の未来

新里祥子さん

人の役にたつ仕事を

実習では実感しました︒

切です︒この２つの大切さを

用される方との信頼関係も大

考えています︒また施設を利

必要なのは思いやりの心だと

ぱいになります︒介護で一番

ると︑うれしい気持ちでいっ

い分﹁ありがとう﹂といわれ

簡単ではありませんが︑難し

びました︒人と接することは

したいと思い︑介護の道を選

■馬内

きたのですか︒

ことを感じながら取り組んで

これまでの実習の際︑どんな

祉の道を歩み始めるのですね︒

馬内さんは介護︑高齢者福

が築けるかもしれませんね︒

ていければ︑さらによい関係

やすくなる﹂などの提言もし

ことをやったら商店街に行き

活動で感じる達成感
市街地を活性化したい

期待することなどをうかがい

が抱く夢や希望と︑久慈市に

まりいただきました︒皆さん

を担う高校生の皆さんにお集

さて本日は︑将来の久慈市

決意を新たにしたところです︒

の発展を目指して参りたいと

目を契機とし︑より一層︑市

めて参りました︒５周年の節

と協働しながら取り組みを進

実現に向けて︑市民の皆さん

き︑活力みなぎる久慈市﹂の

を迎えます︒これまで﹁人輝

で新久慈市の誕生から５周年

でとうございます︒３月６日

■市長

注ぐ熱意

たかし

頑張りたいと思います︒

中学３年の時に出場

小田 嵩くん

ができると思います︒

仲間と一緒に﹁イカ

こ
しょう
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山内隆文市長
思っています︒

まちを国際化
もっと交流を深めたい

●こだ・たかし●久慈高２年。夏井中出身。
昨年の春季高校野球県大会ではベンチ入り
し優勝を経験。文武両道で英語にも意欲

●にいさと・しょうこ●久慈高２年。久慈
中出身。ヤングボランティアＳＥＥＤのリー
ダーとして活動中。将来は福祉の職を目指す
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思いやりの心で
福祉が充実したまちに
ばらしいと思います︒

牛とイカを結びつけた点もす

ね︒久慈市の特産である短角

た商品づくりが大切なんです

ことも大切だと思っています︒

話もですが︑文化を知り合う

要ですよね︒わたし自身︑会

なく共通点を見出すことも必

京都では︑たくさんの人が歩

■新里 昨年︑修学旅行先の

体の活力を引き出すものです︒
いていました︒久慈市のまち

新鮮な取り組みは︑地域全
これからも取り組んだ気持ち
も人に歩いてほしいですし︑
いです︒また︑寝たきりの方

そんなまちをつくっていきた

を忘れずに頑張ってください︒

描く未来

誘致や既存企業の支援もです

かなければなりません︒企業

せんし︑経済も活性化してい

充実していかなければなりま

めには福祉やボランティアも

たいと思っています︒そのた

人が輝くまちをつくっていき

輝きもない﹂と考え︑一人一

域の輝きがなければ市全体の

れば︑地域の輝きもない︒地

わたしは﹁人の輝きがなけ

な気持ちがうれしいです︒

仕事だと思いますが︑前向き

ているようですね︒大変なお

とげたときの喜びを強く感じ

■市長

とは難しい︒消費者を見据え

しても︑人に買ってもらうこ

■市長 作ることはできたと

きて︑うれしく思っています︒

た︒無事に販売することがで

それを生かすことが大変でし

多くの方から意見をいただき︑

味を調整したり︑専門家など

い年代に食べてもらえるよう

向けて取り組みました︒幅広

ので︑わたしたちが商品化に

ただ販売はできていなかった

い た い 完 成 は し て い ま し た︒

んだもので︑先輩の代で︑だ

合併を記念して開発に取り組

輩方が旧久慈市と旧山形村の

■下舘 イカ短バーグは︑先

ことなどを教えてください︒

組みのきっかけや︑苦労した

しい視点の一つですね︒取り

発した﹁イカ短バーグ﹂も新

げ︑磨き上げるものです︒若

と思っています︒違いだけで

とは何かを学ぶことにもなる

とだけでなく︑日本や日本人

■市長

慈市になってほしいです︒

らずに接することができる久

外国の方とでも︑普段と変わ

語などに触れる機会を増やし︑

ことができません︒もっと英

かコミュニケーションをとる

を見ることが少なく︑なかな

います︒今は久慈市で外国人

国際交流の必要性が増すと思

■小田

るのか教えてください︒

んなふうにしたいと考えてい

く将来や︑久慈市の未来をど

います︒それでは皆さんが描

組んでいることを頼もしく思

えて︑さまざまな活動に取り

■市長

とができ︑本当に良い機会に

性化について改めて考えるこ

すばらしいまちになりますね︒

店街も福祉も充実し︑もっと

皆さんと力を合わせれば︑商

力だと思っています︒市民の

それを埋められるのが市民の

行政だけでは限界があります︒

■市長 どんなに頑張っても︑

を目指したいと思っています︒

福祉の仕事につき明るい福祉

境づくりなど︑将来は高齢者

にも四季を感じてもらえる環

が︑何より大事なのは地元企

■馬内 良い介護福祉士にな
い人たちは新鮮な考えがあり

なりました︒高齢者も息抜き

皆さんが目標を見据

業の頑張り︒新しい視点で地

れるよう常日ごろから努力し
ますし︑自由な発想がありま

ができるような︑温泉や自然

大変さよりも︑やり

元を見れば︑まだまだ生かせ

ていきたいです︒みんなが思
す︒まずはやってみようとい

など今ある資源を生かした福

馬内さんのように素直にお手

ます︒仕事だからではなく︑

とが福祉の原点だと考えてい

■市長 みんなで助け合うこ

ていけばいいなと思います︒

と福祉が充実したまちになっ

若い人たちも活躍できる久慈

わたしも︑自分の夢でもある︑

は 実 際 に 行 動 し て き ま し た︒

は難しいことですが︑皆さん

ます︒発想を行動に移すこと

政にもぜひ生かしたいと思い

皆さんの発想や考え方を市

とうございました︒

い経験になりました︒ありが

張ります︒今日は︑とても良

良い介護福祉士を目指して頑

で 学 ん で き た こ と を 生 か し︑

しい環境になりますが︑今ま

■馬内

です︒

国際化は︑外国のこ

これからの社会では

る資源もあると感じています︒

いやりの心を持ち︑ユニバー
う行動力が︑次の展開につな

祉施設の整備を考えてほしい

伝いをしたいと思う人が増え

市の実現に向けて頑張りたい

■下舘 自分以外の取り組み

まだまだ資源はある
外に発信し盛り上げを

下舘くんが仲間とともに開

サルデザインやバリアフリー
がっていくと思います︒

ていけばうれしいですね︒

と思います︒

に久慈市を訪れてもらうこと

を市外にも発信し︑多くの人

しいです︒そして︑その魅力

先輩が春季県大会優勝を成し

武両道を目指します︒昨年は︑

■小田

せください︒

り組みなどがあれば︑お聞か

そのほか久慈市に期待する取

談しての感想や新年の抱負︑

■市長

ね︒そのときはぜひまた皆さ

想が出てくるかもしれません

ことによって︑また新たな発

道を歩んだり︑学年が変わる

■市長 社会人として新たな

と思います︒

多くの人に知ってもらいたい

い も の を た く さ ん 見 つ け て︑

ます︒これからも久慈市の良

らは就職先で一生懸命頑張り

も勉強になりました︒４月か

の話を聞くことができ︑とて

４月からは就職で新

■下舘 旧久慈︑旧山形が一
緒になった久慈市には︑もっ
と良い資源があると思います︒

新年抱負

で︑他の企業も地域も盛り上

遂げました︒大変なことです

んの考えを教えてください︒

その資源を生かしていってほ

がっていくと思います︒

が︑先輩を追い越せるように

皆さんのさらなる活躍を心

それでは最後に︑対

■市長 そうですね︒価値あ

頑張ります︒また海外との交

から祈って︑新春座談会を閉

進路達成に向けて文
るものは自分たちでつくり上

換留学生の実施について考え

じたいと思います︒ありがと
久慈市や市街地の活

うございました︒

てほしいと思います︒
■新里

２個入り525円。やませ土風館・
産直まちなか（☎53−1300）で
販売中。ぜひご賞味ください
●しもだて・まこと●久慈東高３年。山形
中出身。イカ短バーグ開発メンバー。海洋系
高校生徒研究発表東北大会では優秀賞を獲得

●まうち・あかね●久慈東高３年。宇部中
出身。実習等を重ね、進路は市内の介護福
祉施設に内定。議長として生徒会でも活躍

の推進を図って︑今よりもっ

" 価値 " をつくる発想と行動力
若い人も活躍できる久慈市に

イカ短バーグ
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笑顔で賞状を掲げる下舘進会長（前列中
央）。左は、本市との交流を重ね、短角牛
を支えてきた大地を守る会の藤田和芳会長

さ ぶ ろ う

小野寺夏海さん
岩手で最優秀

巽町・78歳。49年間、巽町
町内会長として基盤整備
など地域の発展に尽力

大地を守る会と
積み重ねる交流

者との交流活動を進めている

首都圏の消費者と本市生産

れと︑生産者や地域住民との

土を伝え︑短角牛への思い入

短角牛の生産方法や地域の風

短角牛の里と都市を結ぶ集い実行委

﹁短角牛の里と都市を結ぶ集

絆づくりに取り組んでいるこ

12

絆づくり全国の
先進事例に選定

い実行委員会︵下舘進会長︶
﹂

と︒国産飼料のみにこだわる

など︑短角牛生産に熱意を注

月１日︑全国の先進事例

に選ばれ︑
農林水産省から
﹁食

ぎ︑工夫を凝らしていること

は

と地域の絆づくり﹂選定証が

三連覇達成

も選定の決め手になりました︒

（山形町・谷地林業）

58

贈られました︒

さん

年から短角牛を通じ

谷地 司

昭和

県木炭品評会

選定証は︑食を通じた交流

て旧山形村と交流を深めてき

年の交流で東

事業など︑地域活性化を図る

芳会長は﹁約

た﹁大地を守る会﹂の藤田和

の取り組

30

優れた取り組みに贈られるも

の︒今回は全国で

足がついた絆ができています︒

23

京の消費者と山形町には地に

同実行委が全国で高く評価

子や孫の世代まで絆をつなげ

みが選ばれました︒

されたポイントは︑首都圏に

ていければと思います﹂と抱

負を︒下舘会長は﹁首都圏の

【優秀賞】三浦千佳（３年 ) 上山司 (２年 )
林実穂 (１年 ) ※写真左から

消費者や山形のファンが短角

【消防長賞】皆川柊花（日野沢小１年）
【優秀賞】皆川萌々花（同４年）二ツ神
叶大（同２年）【努力賞】中村逓壱（小
袖小６年）二ツ神瑠夏（日野沢小５年）

牛を支えてくれています︒今

第30回全国中学生人権作文コンテ
スト県大会で、久慈中学校の３人が
入賞。
（下記・敬称略）三浦千佳さん（３
年 ) は「相手の気持ちを考えて行動
してほしい。困った人がいたら、親
身になって助けてあげたいです」と
思いを込めていました。

後も山形のありのままを伝え︑

久慈地区防火ポスターコンクールで
市内から５人が入賞。（下記・敬称略）
県の入賞は逃しましたが、芦澤美南さ
ん（日野沢小６年）の作品は、地区代
表として県消防協会に推薦されました。

この良い関係をずっと続けて

人を思いやる大切さをつづった入賞者

いきたいです﹂と気持ちを新

４人が入賞した日野沢小学校

PICKUP NEWS

きずな

たにしていました︒

中学生人権作文コンテスト県大会

食の流通で日本の農
業を守ろうと、首都圏
の消費者に安全・安心
な食べ物を届けている
「大地を守る会」。
昭和56年に旧山形村
と短角牛の取り引きが
始まり、昭和58年から
は「短角牛の里と都市
を結ぶ集い」が開かれ、
短角牛の生産者と首都
圏の消費者が交流を深
めてきました。
短角牛の飼育方法だ
けでなく、山形の自然
と生活、生産者の思い
に触れる「集い」。長
年、積み重ねてきた交
流で「顔が見える関係」
ができ、生産者と消費
者は固い絆と信頼関係
で結ばれています。

住む消費者との交流会を開き︑

自治会・衛生活動で全国表彰

活動してきました︒これから

長年の功績光る

巽町町内会前会長の岡野利

も地域が盛り上がってくれれ

驚き︒みんなで協力しながら

雄さんと︑端神町内会前会長

ば﹂と願いを込めていました︒

︻自治会活動功労︼

の大石繁さんが︑自治会など

︻地区衛生活動功労︼

長年にわたり︑環境衛生活

久慈地区防火ポスターコンクール

の団体功労者として総務大臣

表彰を受賞︒地域の発展に力

会元副会長の中野三郎さんが︑

全国地区衛生組織連合会長表

彰を受賞しました︒

動を進めてきた市衛生班連合

10

を尽くしてきた長年の功績が

12

認められました︒

月 日︑山内隆文市長か

ら賞状の伝達を受けた岡野さ

の発展のため︑まじめに一生

中野さんは﹁久慈市と地域

公民館や街灯の設置など住み

懸命取り組んできました︒こ

んは﹁皆さんに協力いただき︑

よい巽町をつくってこれたと

れも一日一日の積み重ね︒本

広報くじ№114

山根町・83歳。41年間、端
神町内会長を務め、地域
活性化と交流促進に尽力

信じています︒ありがとうご

７

中央・90歳。42年間、地区
衛生班、市連合会役員等と
して環境衛生活動に貢献

当にうれしく思います﹂と喜

■小学校低学年…①女供明
日香（小国小２年）②田髙
悠里（長内小２年）③嶋守
夢佳（久慈湊小１年）
■小学校中学年…①大矢内
陽菜（大川目小３年）②清
水楓斗（山形小４年）③畑
中佳南（侍浜小４年）
■小学校高学年…①小倉環
（小久慈小６年）②川端千春
（平山小６年）③尾無未侑（長
内小５年）
■中学校…①障子上甲斐（山
根中１年）②菅原悠希（侍
浜中３年）③伊川尚希（三
崎中２年）
■高校…①城内芙美（久慈
高１年）②久慈彩佳（同２年）
③中村尋人（久慈東高２年）

岡野利雄 さん

ざいました﹂と感無量︒大石

12月５日、第５回市読書
感想文コンクール表彰式が
市立図書館で開催。受賞者
は次のとおりです。
（敬称略。
各部門①は最優秀賞、②は
優秀賞、③は奨励賞）

お

大石 繁 さん

びを語っていました︒

市コンクール

市読書感想文表彰式

と し

中野三郎 さん

さんは﹁思いがけない受賞に

12月11日、第43回岩手読
書感想文コンクールで小野
寺夏海さん（久慈高２年）
が高校の部・最優秀賞に輝
きました。
「芙蓉千里（須賀しのぶ著・
角 川 書 店 ）」 か ら、 人 生 の
選択と決断の大切さを読み
取った小野寺さんは「本は
自分の世界や幅を広げてく
れます。この本も忘れられ
ない１冊になりました。こ
れからも本を読み続けます」
と喜んでいました。

しげる

県木炭品評会褒章授与式は11月13日、盛岡市で開催。黒
炭長炭の部で谷地司さん（山形町・谷地林業）が最優秀賞
を獲得し、見事、三連覇を達成しました。
谷地さんは「周囲の叱咤激励が力に。１年ごとに実感と
うれしさが増しています」と笑顔。「満足したらだめ。ま
だまだ研究の余地があります。周りから多くを吸収し、よ
り良いものを出し続けたいです」と意気込んでいました。
し っ た
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採用予定
定 看護師２人

おおむね 年後を見据えた

年団東北ブロック柔道交流大
しかし気持ちを一つに相手

で︑苦戦も強いられました︒

の代表チームに比べると小柄

委員会と住民が意見を交わす

画﹂の策定に向けて︑県教育

んだ﹁第二次高等学校整備計

県立高校の配置計画を盛り込

つけた同少年団ですが︑他県

日︑盛岡市で開か
に向かい︑３部門で予選を突

東北６県の代表チームが力

れました︒三船十段記念館柔
破︒小学生女子の部決勝では︑
する地域別懇談会﹂は 月９

と技を競う第 回スポーツ少

道スポーツ少年団︵山下豊弘
宮城県代表の大崎柔道クラブ
日︑合同庁舎で開催︒管内か

部で準優勝︒惜しくも優勝は
トゲッターとして活躍した三

小学生女子チームのポイン

会は 月

代表︶は全４部門に出場し︑
に競り負けるも１対１︵内容

逃しましたが︑小学生︑中学
浦七海さん︵久慈小６年︶は

ブロックに分かれて予選３試

同大会は︑はじめに２つの
学生最後の県大会︒頑張って

勝したかったです︒２月は小

相手に勝ったので︑何とか優

次の日程で入所面接を行い

県内の状況と皆さんの声も取

国 の 法 律 を 基 準 と し な が ら︑

統合するわけではありません︒

だ︑それ以下の高校をすべて

いのは１校４から６学級︒た

い て 資 料 を 説 明 し︑
﹁望まし

規模校の長所や課題などにつ

者から寄せられました︒

する熱のこもった意見が参加

て﹂など︑高校統合を不安視

産業や経済状況なども考え

経済的負担も心配﹂
﹁地域の

しい﹂
﹁統合すれば保護者の

活性化の核︒将来も残してほ

課長が︑生徒数の減少や︑小

はじめに上田幹也高校改革

30

﹁第 ２回今後の県立高校に関

小学生男子の部で第３位︑小
ら約 人が集まりました︒

高校配置 住民の意見熱く

差︶の接戦を展開しました︒

生の男女ともに東北の舞台で

合を行い︑各ブロック上位２
優勝したいです﹂と力強く前

﹁準決勝では県予選で負けた

チームが準決勝に進む仕組み︒
を向いていました︒

平成 年度から新たに保育

入所申込書などの書類や入

ますので︑都合に合わせてお

時

ます﹂と理解を求めました︒

り入れ︑計画案を考えていき
室長は﹁地域の実情など︑貴

最後に佐々木修一学校教育

▼対象

歳﹂の子どもが受ける

ご連絡ください︒

する場合は︑保健推進課まで

ことができます︒接種を希望

歳〜

期３回の接種を完了した﹁９

第２期の予防接種は︑第１

２期接種は完了後

当分の間︵期限未定︶

▼接種可能期間

第１期３回のうち不足分

▼接種可能回数

でいない子どものみ

※第１期３回の接種が済ん

９歳〜

歳

健推進課までご連絡ください︒

接種を希望する場合は︑保

己負担はありません︶

受 け る こ と が で き ま す︒
︵自

特例で第１期不足分の接種を

けられなかった次の子どもは︑

☎０１９︱６２９︱６２０５

県教委学校教育室

しくはお問い合わせください︒

中は出前懇談会も開催中︒詳

く意見を聞く予定です︒１月

度︑地域別の懇談会などで広

秋ころの策定を目指して︑再

同計画は来年度に案を提示︒

いさつしました︒

させていただきます﹂と︑あ

ぜひ今後の計画策定の参考に

重 な 意 見 を い た だ き ま し た︒

歳への特例
日から接種

伴い︑第１期の予防接種が受

すが︑平成 年の接種中止に

対象と回数は決められていま

左表のとおり︑予防接種の

次︑再開されました︒

となって平成 年６月から順

予防接種は︑新しいワクチン

を差し控えていた日本脳炎の

平成 年５月

９〜

意見交換では﹁学校は地域

資料を基に状況を説明した上田課長（左）

大活躍しました︒

県予選では圧倒的な力をみせ

▼申込先
※市外の保育所への入所希

入所第１希望の保育園

保育所︵園︶は︑保護者や
望の方は︑子育て支援課に

日

同 居 の 親 族 が 働 い て い た り︑
▼提出書類
①入所申込書

ときに︑保護者に代わって児
童を保育する︑最も身近な子
②就労証明書

年４月１日からの保

育て支援施設です︒
平成

新規希望は面接も

付けを開始します︒入所を希
所への入所を希望する方には

所案内は︑各保育園と子育て

越しください︒

面接があります︒

支援課︵市役所１階︶で配布

日は

︵金︶９時〜 時
※１月
▼面接会場
子育て支援課

分まで

１月 日︵月︶〜２月４日

▼面接日時

みください︒

望する方は︑次により申し込

育所への入所申し込みの受け

など

申し込みください

決 勝×１−３御野場柔道教室（秋田）

病気などのため保育できない

受付期限１月

決 勝×１−１【内容】大崎柔道クラブ（宮城）

します︒保育所の情報は市ホ
ームページにも掲載してあり

日︵金︶

ますので︑どうぞご覧くださ
い︒
▼受付期間
１月５日︵水︶〜

12

30

準決勝×０−３鶴田町柔道スポ少（青森）

12

※対象外の７歳６カ月〜９歳未満の子ど
もが予防接種を受けようとする場合は自
己負担になります。ご注意ください

準決勝以上の戦績

入念に配布資料に目を通す参加者

水道事業所 ☎52 2189

12

【解凍できない場合は】
もし水道管が凍結し、ご
自身で解凍できない場合は、
市指定給水装置工事事業者
にご依頼ください。ただし
解凍に要する費用はお客様
の負担となります。

今後の県立高校に関する地域別懇談会

学生女子の部と中学生男子の

10

１回
９歳〜 12 歳

準決勝○３−１郡山市柔道会少年部（福島）

30

【申込期限】
１月12日（水）。郵送の場
合は同日の消印有効です。
総務課 ☎52−2112
〒028−8030
久慈市川崎町１−１

22

第２期

■中学生男子・準優勝

18 17

17

３回

準決勝○２−１北上修練館柔道スポ少（岩手）

31

17

■小学生女子・準優勝

23

31

回数
対象

21

21

12

第１期 ６カ月〜７歳５カ月

【水抜きは全開・全閉で】
水道管は、気温がマイナ
ス４℃以下になると凍結し、
破裂する恐れがあります。
冬季は不凍栓と水抜き栓
の水抜きを行い、凍結と破
裂を防ぎましょう。 ※水
抜きの操作は「全開・全閉」
できちんと行いましょう

日本脳炎予防接種の規定

水道管
凍結に注意

■小学生男子・第３位

【応募方法】
申込用紙は総務課で配布。
郵便で請求する場合は、封
筒の表に「職員採用試験申
込書請求」と朱書きし、あ
て先と郵便番号を明記して
120円切手をはった返信用封
筒（Ａ４判）を同封。

保健推進課☎61−3315

28

30

【試験方法】
▶ １ 次 試 験 … 教 養・ 専 門・
作文試験、事務適性検査
▶２次試験…人物試験、健
康診査

日本脳炎予防接種の特例
さむ〜い
冬です

11
23

【試験日時・会場】
▶１次試験…１月30日（日）
10時〜・市役所
▶２次試験…１次試験合格
者に通知します

小・中男女 東北の舞台で大活躍
子育て支援課☎52−2169

2011.１.１号 ８
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看護師

三船十段記念館スポ少が東北大会３部門入賞

保育所の入所申し込み
受験資格 昭和45年４月２
日以降に生まれた方で、看
護師の資格を有する方（３
月までの取得見込み含む）

NEWS&INFO
平成23年度の
申し込みだよ！

市職員
募集中

まちのわだい
交流深めて
まちづくり

広報リポーターの突撃取材！

地域活性化のため、語り合った両協議会

皆で育てた
ソバで体験

12月11日、結成３年目の小久慈町まちづくり協議
会（水上貴一会長）が大川目町まちづくり協議会（外
舘孝会長）を訪問し、活動の現状や課題について意
見交換。懇親会では地域おこしや後継者について語
り合い、交流を深めました。（小倉利之リポーター）

ばあちゃん いがったねえ
中田ハツヱさんが１００歳

12月７日、中田ハツヱさん（夏井町）が100歳を
迎え、山内隆文市長から長寿祝いが贈られました。
山内市長が「おめでとうございます。これからも
長生きしてくださいね」と祝福すると、家族も「ば
あちゃん、いがったねえ」と温かい笑顔を広げ、ハ
ツヱさんと一緒に喜んでいました。
長男の克己さんは「母には感謝でいっぱい。介護
するのは自分たちの役目です。１つでも２つでも長
生きしてほしいですね」と優しく話していました。
出稼ぎの夫に代わって家を守り、畑仕事に精を出
したハツヱさん。子どもを６人もうけ、孫14人、ひ
孫25人。家族に温かく見守られて生活しています。

神楽の魅力 のめり込む
県民俗芸能大会に８００人

１
１／先頭を切って夏井大
梵天神楽は権現舞を披露
２／人が回転。力技で会
場を沸かせた土沢神楽
３／山根神楽の迫力の舞
４／注目集めた大償神楽
５／会場に響いた鐘の音

３

なれない手つきで、作業に挑戦する児童

夏井小学校（多田功一校長・児童33人）の５・６
年生13人は11月30日、そば打ちを体験。７月から大
事に育てたソバを地域住民の指導の下、こね、のば
し、切り分けました。体験後は、でき立てそばを皆
でおいしくいただきました。（梅沢政隆リポーター）

５

４

２

100歳を迎えた中田ハツヱさん（中央）

県民俗芸能大会・第63回岩手郷土芸能祭は
12月12日、
「神楽の魅力」をテーマにアンバー
ホールで開催。国連教育科学文化機関（ユネ
スコ）無形民俗文化遺産に登録されている早
おおつぐない
池峰神楽の大償神楽（花巻市）や本市の夏井
大梵天神楽、山根神楽など計５団体が出演し、
見事な舞で800人の観客を魅了しました。
はじめに県教育委員会の中村英俊文化財・
世界遺産担当課長が「岩手は民俗芸能の宝庫。
岩手の風土で育まれた神楽の魅力を存分に味
わってください」とあいさつ。出演団体への
感謝状贈呈後、演目がスタートしました。
笛や太鼓、鐘の心地よい音色とともに、次々
と披露される神楽に観客は夢中。演目が終わ
るたびに会場は大きな拍手で包まれました。
最前列で鑑賞した伊藤定男さん（山根町）
は「どの出演団体も迫力あって見ごたえ十分。
人の動きや表情は、地元の山根神楽が一番で
すかね」とニコリ。すっかり神楽の魅力にの
めり込んでいました。

海の幸求めて大行列！

国体成功の祈り込め

遊休農地から活性化を

今期最後の二子朝市

ソロプチから寄付金

市農委がそば収穫

今期最後の二子朝市（二子漁業
生産部主催）は12月19日、二子漁
業生産部加工場で開催。絶品の海
の幸を買い求めるお客さんが多数
訪れ、大行列ができました。
市には新巻サケやイクラ、ナマ
コなどがずらり。特にアワビには
開店と同時に人が殺到し、追加販
売になるほどの盛況ぶりでした。

国際ソロプチミスト久慈（寺下
和江会長）は11月30日、平成28年
に本市で開催予定の国民体育大会
柔道競技に役立ててと、市に３万
円を寄付。寺下会長は「市民こ
ぞって選手を迎えられる国体にな
れば」と成功を祈っていました。
同団体は12月１日、福祉関係２
団体にも計15万円寄付しました。

市農業委員会（荒澤光一会長）
は本年度の遊休農地解消事業とし
て山形町にソバを作付けし、約20
㌃から約60㌔を収穫。11月25日、
そば試食会を開きました。
そばの味は好評。同事業の出町
丈夫実行委員長は「今後は作るだ
けでなく販路も考え、活性化につ
なげたい」と意気込んでいました。

行列ができ、活気にあふれる二子朝市

11
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耳からハンカチを出す手品に会場は大爆笑

心のプレゼントに笑顔
三崎中が元気の泉訪問

三崎中学校（川村孝一校長・生
徒52人）は12月２日、元気の泉を
訪問。「ちょっと早めのクリスマ
スプレゼント」と題し、デイサー
ビスの利用者19人に合奏や合唱、
手品などを披露しました。
生徒たちの心のこもったプレゼ
ントに利用者は大喜び。笑顔で大
きな拍手を送っていました。

山内隆文市長に寄付金を手渡す寺下会長（右）

紙芝居を披露する人権擁護委員

紙芝居で「命」を訴え
宇部小で人権教室

11月26日、宇部小学校の３・４
年生18人を対象に人権教室を開
催。市人権擁護委員が、いじめに
関する紙芝居を披露し「大事な命。
みんなで守ろう」と訴えました。
ひ りゅう
上戸鎖飛龍くん（４年）は「い
じめられている人がいたら助けて
あげたいです」と、人にやさしく
する大切さを学んでいました。

大好評。各委員も納得のそばの味

短角牛のビーフシチューをほおばる児童

食べて学んで輝く目
短角牛給食

地産地消ふれあい給食の日（短
角牛）は11月24日、市内小・中学
校で行われ、児童が短角牛のおい
しさと生産者の努力を学びました。
長内小学校の３年生は給食前に
だい き
短角牛について学習。伊藤大輝く
んは「どのお肉よりおいしい！す
ごい牛が久慈にあって、うれしい
です！」と目を輝かせていました。
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市の保健師や栄養士が、健康に関する情報をお届けするコー
ナーです。皆さんの元気と健康づくりにお役立てください。

元気応援だより

子育て支援センターだより

食文化の伝承役に

・中学校や公民館の料理教室

７年から同推進員となり︑小

際に調理師免許を取得︒平成

ンは︑わたしも楽しみ︒年

肝心です︒月に１度のサロ

ん︒楽しみながらやるのが

い人や子どもまで集まって

市食生活改善推進員として︑

﹁人とふれあうのが大好き

くれます︒同じ地域に住む

月

を取った人だけでなく︑若

広めている田中和子さん︵侍

なので︑料理を教えるのは全

もの同士︑みんなで楽しく

で講師を務めてきました︒

日︑郷土料理

然苦になりません︒活動で一

やっていきたいですよね﹂
︒
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郷土料理や食の大切さを伝え

﹁小豆ばっとう﹂の伝承役と

番うれしいのは教えた相手に

浜町︶
︒

して︑岩手県から食の匠に認

する田中さんは︑若い人と

地域のつながりを大切に

いつも笑顔で務める講師役︒

の交流にも積極的です︒

﹁もっともっと若い人に

近づいて︑昔ながらの食の

良さを伝えたいです︒わた

し も 今 風 の 料 理 を 勉 強 し︑

喜んでもらえたときですね﹂
︒

定されました︒

﹁地元の食文化を伝えてい

れるふれあいを心から楽しん

田中さんは︑食を通して生ま

もありましたが︑挑戦しよう

でいます︒

くのは大切なことです︒不安

と思い︑引き受けました﹂
︒

若いころから料理好きだっ

食からつながりを

市内各地区で開かれている

たという田中さん︒料理が得

意だったお母さんの影響もあ

高齢者の交流の場﹁ふれあい

意欲満々に抱負を語る表

食を通じて地域のつながり

り︑食への関心と料理の技術

サ ロ ン ﹂︒ 田 中 さ ん は︑ 地 元

情は生き生き︒楽しさを力

を強めていきたいです﹂
︒

は︑生活の中で自然に高まっ

のサロン・横沼たんぽぽの会

ていきました︒

に変え︑田中さんは︑食の

りに励み続けます︒

Proﬁle
たなか・かずこ／侍浜中学校卒
業後、田んぼや畑、畜産など農
業に励む。侍浜町婦人団体連絡
協議会会長、市漁協婦人部侍浜
支部長などを歴任し、地域をけ
ん引。長男夫婦と娘、孫２人の
６人暮らし。趣味は踊り。
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ハワイ音楽に合わせて踊ると爽快♪

30

80

フラ・レイ・モンステラ久

慈では︑ 代から 代の会員

がフラダンスを楽しみ︑心と

体をリフレッシュしています︒

﹁ お し ゃ れ を し︑ 普 段 の 自

分から変身してダンスにのめ

り込めるので︑嫌なことも忘

れられますよ﹂と笑顔を広げ

時

30 13

る穂高きみ子さん︵川貫︶
︒

バーホールで︒昼の部は

分

18

活動は毎週水曜日にアン

分から︑夜の部は 時

からです︒皆さんも気分転換

52

30

市内で元気に活動している団体やサークルなどを紹介するコーナ
ーです。皆さんも活動に参加して仲間の輪を広げてみませんか？

広報くじ№116

の代表として︑地域の声掛け

についても相談にのりますの

（細谷地芳子代表・40人）

旧国民宿舎北限閣に勤めた

市では︑保健師や看護師が

で︑気軽にお話しください︒

フラ・レイ・
モンステラ久慈

にいかがですか︒ アンバー

《山形図書館 ☎72−3711》
■開館…10〜18時
●えとの図書展…平成23年のえと「ウサギ」に関する
本を展示・貸し出し １／７㈮〜26㈬

おしゃれし踊って
リフレッシュ！

ホール☎ ︱２７００

《市立図書館 ☎53−4605》
■開館…９〜18時（土日は17時まで）
●図書館えいがかい…「がんばれスイミー」
「梨山の
大蛇」などを上映 １／８㈯①10：00〜②15：00〜
●チビッコの部屋…①１／８㈯②22㈯14：00〜
●冬休みおすすめ本展…冬休みの課題に役立つ本など
を展示・貸し出し 開催中〜１／23㈰

仲間のWA！

伝承と地域のつながりづく

ご家庭を訪問して︑お母さん

母子ともに健やかに成長で

■休館日 ･･･ 月曜日、祝日（祝日が月曜日に重なる場
合は翌日も休館）
※１／４㈫から開館

県知事からの「食の匠」認定証。
田中さんは市内８人目の匠です

わ

役も務めています︒

や赤ちゃんの健康状態を確認

きるよう︑訪問以外の乳幼児

（侍浜町・68歳）

「雪の結晶ノート」
マーク・カッシーノ、ジョン・
ネルソン／作 あすなろ書房
一つとして同じ形のものはないと
言われる雪の結晶。小さな雪の結晶
は、なぜ美しく複雑な形をしている
のでしょう。雪の季節。この本を持っ
て観察してみてはいかがでしょうか。
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田中 和子さん
﹁大変だと思えば続きませ

したり︑育児や子育て生活に

相談や健診でも︑保健師や看

護師がサポートしていきます︒

ついての相談にのっています︒

赤ちゃんと一緒に生活する

く子育てができ︑家族がとも

わたしたちは︑地域で楽し

らないことがたくさん出てく

にいきいきと暮らせるための

中では︑慣れないことや分か

ると思います︒そんな心配事

います︒電話でも結構です︒

《山形図書館》

お手伝いができればと考えて

ほかにも赤ちゃんの体重測

育児のこと︑子どもさんのこ

きむらゆういち／作
ポプラ社
12支の動物たちが通っている「12
支園」。ボール遊びが大好きなうさ
ぎちゃんは「ボールがあれば、ほか
にお友達なんていらない」なんて言
います。皆さんはどう思いますか？

についてもお答えします︒

定︑予防接種︑乳幼児相談・

とで気になることがありまし

「うさぎちゃんともだちできた」

健診などの内容説明や︑子育

《市立図書館》

岩手県食の匠に認定された

人

輝く

奥寺郁子保健師

たら︑いつでも気軽にご相談

１月のオススメ図書

きらり

問 保健推進課☎61 3315

てに役立つ情報なども紹介し

図書館だより

母子の健康と成長
サポートします！

ください︒

■利用案内（☎52−3210）■
●対象…就学前の児童とその保護者●利用時間…月〜金
曜日８時30分〜17時（土曜日は８時30分〜13時30分）●
お休み…土曜日の午後、日曜日、祝祭日●利用料…無料

育児や生活、
いつでも相談

ています︒きょうだいのこと

■１月の予定■
◎１／12㈬ みずき団子作り ( 要申込 )
10：30〜12：00
◎１／13㈭ うさこちゃんの部屋
11：00〜
◎１／14㈮ あそびの教室
10：00〜
◎１／19㈬ 絵本の読み聞かせ
10：30〜11：00
赤ちゃんサロン
13：30〜15：30
※盛岡市の助産師が、おっぱいケアのお話のほか、
さまざまな悩みの相談にのります
◎１／21㈮ アロマセラピー（スプレー作り）
※参加費200円・先着10人（託児あり） 10：30〜11：30
◎１／24㈪ 園庭開放 ･ 小久慈保育園
10：00〜11：30
◎１／26㈬ ひよこ教室
10：00〜14：00
◎１／28㈮ あそびの教室
10：00〜

楽しみながらが肝心
食を通して地域の
つながり強めたい―

ま い

く じ

ら い ふ

MY ★ KUJI LIFE

エリカ・ワードさん

ガソリンスタンド

でティッシュをもらってビックリ！日本
の車は、車内のボタンを押して給油口を
今、わたしは日常生活の細かい点でカ
開けることも驚きました。何と！車内を
ルチャーショックを感じています。
ふくタオルを渡されたとき、何用か悩ん
ガソリンスタンド（ＧＳ）が一つの例。 だ末に顔をふいた友達もいるんですよ！
アメリカではＧＳがキャンぺーンをする
日本の生活は毎日が勉強ですが、異言
ことはありません。先日、給油しただけ
語、異文化より異ＧＳの方が謎ですね…。

異言語、異文化、異ＧＳ…

市内の小・中学校で英語を教えている市の英語指導助手の皆さん
が、久慈市で生活して感じたことなどを紹介するコーナーです。
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INFORMATION

暮

らしの
情報

やませ土風館で遊ぼう！

１ ／10は 消 防 出 初 式

募集

このページでは、くらしに役立つ
情報をお知らせします。

★本 庁 舎
★山形総合支所
★宇部支所
★侍浜支所
★山根支所

☎52−2111
☎72−2111
☎56−2111
☎58−2111
☎57−2111

※市役所の各課の番号は直通電話
です。また、上記の代表電話から
もつながります

お知らせ
Ｕターン希望は登録を
県内の求人情報などを提供する
「Ｕ・Ｉターンシステム」を実施中。
インターネットを通じて求職登録い
ただくと、求人情報を検索できます。
Ｕターン就職等をお考えになってい
る県外在住のご家族や友人に登録を
お勧めください。また採用をお考え
の企業の皆様は、求人情報の登録を
お願いいたします。
岩手県Ｕターンセンター☎03 3524 8284

読書活動計画にご意見を

消防出初式を開催。分列行進に伴
い、10時〜11時ころにかけて市街地
で交通規制が行われます。皆さんの
ご理解とご協力をお願いします。
▶日時…１月10日（祝）８時45分〜
▶会場…アンバーホール
消防防災課 ☎52−2173

固定資産税の償却資産申告
平成23年１月１日現在で市内に事
業用償却資産を所有している方は、
申告が必要です。地方税の手続きを
インターネットを利用して行う電子
申告システム「eLTAX」での申告も受
け付けます。お早めにお願いします。
▶申告期限…１月31日㈪まで
取り壊したら届け出を
居宅、物置、車庫などを取り壊し
た場合は、家屋取壊届出を税務課（市
役所１階）に提出してください。
税務課 ☎52−2114

除雪は電線にご注意を

国税の相談はセンタ̶へ

これからの季節は強風や積雪で樹
木が倒れ、電線が断線することがあ
ります。切れた電線や電線への倒木
には絶対触らないでください。また
除雪作業は、周囲の電線に気をつけ
るようお願いします。 ※切れた電
線を見つけたら下記までご連絡を
東北電力コールセンター☎0120 175 466

国税に関する相談は、久慈税務署
☎53−4161に電話をし、音声案内に
従って１を選択してください。

▶▶▶▶▶▶▶定期・任意とも◀◀◀◀◀◀◀

三種混合・二種混合・麻疹・風疹・日本脳炎
・ＢＣＧ・インフルエンザワクチン・水痘ワ
クチン・おたふくかぜワクチン・Hib（ヒブ）
※任意ですが市助成金がある小児肺炎球菌ワクチンと
子宮頸癌ワクチン
午後２時半から４時まで
予防接種外来
（午後は予防接種のみで一般診療はありません。同日は事前予約不要）

★新年１月８日㈯
小児科・内科
アレルギー科

ちだ医院

久慈市門前37 56 26

☎61 3366

求む ! 国有林モニター
国有林の管理・経営に皆さんの声
を役立てるため、アンケートへの回
答や会議に出席する国有林モニター
（数十人程度）を募集。応募資格、応
募方法などはお問い合わせください。
▶任期…平成23年４月から１年間
▶申し込み…１月４日㈫〜31日㈪ま
で
東北森林管理局☎018 836 2274

空 き あ り！ 市 営 住 宅
住 宅 名

戸数

家賃（月額）

選択

つながる内容・用件

１

国税に関する「電話相談センタ―」

宇部和野平地区住宅 ２戸 2,000円〜3,000円

♦税務署への問い合わせ♦納付相談
（電話相談または面接予約）など

▶申し込み…１月14日㈮まで
建築住宅課 ☎52 2120
山形総合支所産業建設課☎72 2129

２

※国税庁ＨＰからも税情報が入手できます
家族でのんびり︑
一人でのんびり︒

当院で接種可能な予防接種

「久慈市子どもの読書活動推進計
画（計画期間・平成23〜27年度）」
の策定を進めています。この計画は、
子どもが本を読みたくなるような環
境づくりのため、読書環境の整備方
針を定めるものです。計画案につい
て、皆さんのご意見を募集します。
▶応募方法…住所、氏名、電話番号を
明記し、次のいずれかの方法で応
募①郵送②ＦＡＸ③メール④持参
▶資料の備え付け場所…①アンバー
ホール②市立公民館③図書館④市
ホームページ
▶募集期間…１月21日㈮まで
社会文化課☎52 2700･Fax52 2730

こ

あけましておめでとうございます
本年もよろしくお願い致します
お風呂につかって、
食べて、飲んで、
１日ゆっくりと。

入浴料 大人￥500 子供￥250 宿泊可能
年末・年始 休まず営業!!
ふん
Tel.0194-61‑3232
〒028ｰ0041 久慈市長内町35‑113‑3
24時間営業 久慈健康ランド

新 年 会

宴会 ご予約承り中!!
ご予算に合わせて選べるプランをご用意いたしました

ス!
チョイ

オードブルコース
選べるお鍋３種類

ュー!
新メニ

お膳コース
昼限定セレブ御膳
お得な2時間
プラス 飲み放題プラン
で
もございます
5円

1,57

平成23年３月31日まで（但し12／30〜１／４は除く）
ロイヤルパークカワサキ
お問合せ・ご予約は

Royalpark KAWASAKI 53 5500

【手作りで たこ揚げ 】
作った後は巽山公園で、たこ揚げ
を楽しみましょう！（要申し込み）
▶日時…１月10日（祝）10時〜
【手作りはんこ教室】
手作りの消しゴムはんこで模様を
付けて、自分だけの布小物を作りま
せんか。 （要申し込み）
▶日時…１月23日㈰10時30分〜
▶費用…大人200円・中学生以下100円
街の駅・久慈 ☎52−2289

無料でスキルアップ
研修コース

期間

定員

エクセル2007応用 ２/２㈬・３㈭

15

エクセルビジネス活用 ２/９㈬・10㈭

15

パワーポイント2007 ２/16㈬・17㈭

15

ホームページ作成Ⅰ ２/23㈬・24㈭

15

▶申し込み…２週間前まで
久慈職業能力開発センター☎53 6261

学生会館お得に入寮
東京都豊島区に本県出身者のため
の学生寮「岩手県学生会館」があり
ます。詳しくはお問い合わせくださ
い。
▶入寮資格…寮から通学できる大学、
短期大学などに入学する学生
▶入寮期間…原則、入学から２年間
▶寮費…月８万5,000円（朝夕の食
費、共益費、自治会費を含む）
選考日

申込期間

会場

２／16㈬ １／29㈯〜２／12㈯ アイーナ
３／16㈬ ２／25㈮〜３／11㈮ （盛岡市）

※選考日までに入学する学校の合格
が確定する方が対象です
岩手県学生援護会☎03 3972 4783

おとめや

女性お顔そり専門店
ブライダルシェービング

1月
2月

各コースご来店のたびに
〈ヒアルロン酸マスク〉

プレゼント
お顔そりコース お手入れコース

￥2,000〜

ご予約優先

￥1,500〜

TEL 080-1659-0595

otome-ya.co.jp@docomo.ne.jp
久慈市栄町37-129-1定休日 日・月曜日

Information

久慈市ＰＲ
に願い込め

演歌の
ＣＤ制作
やませ土風館内・レトロ館の
中野正利館長（写真）が金田亘
平の芸名でＣＤデビュー。曲は
本市出身の山田倫久さん（花巻
市）が作詞・作曲した「北限乃
海女」で、久慈市のＰＲと活性
化の願いを込めて制作しました。
ＣＤは、やませ土風館などで
販売しています。

教員志望者に奨学金
九戸地方育英会では、教員を目指
して大学などに進学する方に奨学金
をお貸しします。
▶応募資格…久慈管内に本籍があり、
４年制大学などに入学見込み（在
学中）の方
▶奨学金額…月３万円
▶申し込み…３月25日㈮まで
総務学事課 ☎52−2154

職場の心の健康研修会
うつ病などの知識や、心の健康状
態が不調な方への対応について学ぶ
研修会。お早めに申し込みください。
▶日時…２月４日㈮13時30分〜
▶会場…二戸市シビックセンター
▶対象…企業などの安全衛生・労務
管理業務の関係者や事業主
▶定員…先着50人
岩手産業保健推進センター☎019 621 5366
仏壇、
神仏具、
花環、
葬儀一式

くじセレモニーホール

メモワール・ノヴァ
長内館・川貫館

真心をこめた料理をお届け致します。

《各種仕出し料理承ります》
祝膳・仏膳・折詰・弁当・オードブル・寿司
（御予算に合わせてご用意させて頂きます。）

安心安全の目印「Ｓマーク」登録店

24時間体制で受付ております

㈲野場造花仏具店
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
●広告掲載に関する問い合わせは㈱レーベル ' ホーム（☎ 52 0041）まで
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になりますように―

広報くじ

家族みんなの安全と健康を祈
りながら、丁寧な手つきで作
業を進める参加者の皆さん

１月１日号
No.116
真心込めて
初参加。難しか
ったですが、真心
を込めて作りまし
た。来年も家族み
んな元気に暮らせ
ればいいですね。

田表チヤ子さん
（八日町）

編集後記

伊東ひなたちゃん

▶明けましておめでとうございます！新年らしく明るい表紙にしよ
うと思い、今回は年男、年女の方に抱負を聞いて回りました▶うさ
ぎ年は１／12の確立。いざ探すとなると意外に見つからないもので
すね…。ご協力いただいた皆さん、ありがとうございます！▶平成
22年も運動、芸術、仕事や、さまざまな活動を頑張っている多くの
方に出会うことができました▶皆さんの笑顔を見るたび自分も元気
アップ♪皆さんに負けないよう、今年も動き回りたいと思います！
▶平成23年が皆さんにとって笑顔が広がる良い年になることをお祈
りします。今年も「広報くじ」をよろしくお願いします！（八重桜）

伊東清勝さん、敬子さんの
長女（旭町）

発行／久慈市

白樺大学・しめ縄講習会

17
7

新年 にに願い込め

月 日︑

12
2

区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区
高齢者講座・白樺大学の河南地区

学級﹁しめ縄講習会﹂は

人が参加し︑家内安全と交通

総合福祉センターで開かれました︒

約

安全の２種類のしめ縄を制作︒しめ

縄は︑わらを束にして編むことから

始める本格的な手作りで︑多くの参

（小久慈町）

ＩＮＴＥＲＶＩＥＷ

日影野文太郎さん

加者が試行錯誤していました︒しか

再生紙を使用しています

上 作り方を説明する講師の沢里さん
中 作業の中で自然に生まれる会話と
交流。皆、協力して作業を進めました
下 飾りも一つ一つ丁寧に付けました

作ることも、み
んなとの交流も楽
しいです。世界に
一つのしめ縄が完
成。良い新年が迎
えられそうです。

し難しい分︑﹁こりゃあどうすんだっ

け﹂と自然に会話がはずみ︑会場は

にぎやか︒皆︑新年に願いを込めな

がら笑顔で作業を進めていました︒

講 師 を 務 め た 沢 里 聰さん︵宇部町︶

は﹁ 自 分 で 作 る と 喜 び が 違 い ま す︒

手作りのしめ縄で︑皆さんにも良い

年を迎えてほしいですね﹂と︑参加

者全員の幸せを願っていました︒

植物油、大豆インクを使用しています

世界に一つ

40

（８カ月）

清水陽琉 くん（７カ月）
清水新之介さん、みほさんの
三男（長内町）

編集／総合政策部 〠028 8030 岩手県久慈市川崎町１番１号 ☎0194 52 2111

わがやの
アイドル
未就学の子どもの
写真を募集します。
写真と子どもの氏名
などを添えて、広報
くじ担当（☎52−21
16）に応募ください。
写真はお返しします。

印刷／㈲ヘイハン印刷

