平成28年6月20日発行（毎月1回20日発行）
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久之浜・大久、四倉、平、小名浜、勿来

特

表紙からMessage

６年振りの再開

薄磯子ども神輿

５月４日、平３地区（豊間、薄磯、沼ノ内）
の例大祭が行われ、各地区でお神輿が町を
練り歩きました。薄磯では震災後、６年振り
に再開された子ども神輿が薄井神社から出
発し、市営団地、灯台下などで子どもたちの
元気な声が地区内に響き渡りました。
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「浜風ふれあい号」運行中‥‥‥‥２
四倉の諏訪神社で例大祭‥‥‥‥‥３
今年発！アワビの試験操業‥‥‥‥４
永崎海岸工事について‥‥‥‥‥‥５
こども元気センター供用開始‥‥‥６
ふるさとダイアリー‥‥‥‥‥‥‥７

マークのある記事にスマホやタブレットを
（見方はP8）
かざすと動画が見られます！

久之浜・大久 HISANOHAMA
OHISA

市長が地権者代表の白𡈽哲也
さんに土地引き渡し書を手渡
しました︒式終了後︑久之浜
第一幼稚園児によるダンスの
披露︑黒潮流みつもり太鼓の
演奏︑そして︑記念植樹が行
われました︒

公共交通実証運行
﹁浜風ふれあい号﹂運行中

久之浜・大久地区
公共交通運営協議会

５月４日、久 之浜諏訪神
社の例大祭が行われました。
中町、南町、北町、東町の４
基の神輿が勇壮に、３基の
子ども神輿が元気に町内を
練り歩きました。

こう が

工事の槌音にかわり、勇壮な
掛け声が響き渡りました

公共交通がJRとタクシーに限られ
る久之浜・大久地区︒高齢者の買い物
や通院︑そして︑児童生徒などの通学
に不便な状況が続いています︒地区で
は︑一昨年度からワークショップを開
き︑公共交通のあり方を検討してきま
した︒
様々な角度からの検討の結果︑日中
の買い物や通院などを目的とした予約
制デマンド型︑朝夕の通学利用を目的
とした定時定路線型を組み合わせた実
証運行が５月６日に始まりました︒
運行開始に先立ち︑５月２日には︑
運行開始記念式典も開かれ︑運行車両
の愛称﹁浜風ふれあい号﹂考案者︑久
之浜一小４年生山本煌雅君も式に参列
し︑運行開始を祝いました︒

諏訪神社例大祭

持続可能な地域公共交通をめざ 出発式にて。左から清水市長、山
本君、運営協議会村岡寛会長
し、実証運行は7月20日まで
作業終了後、交流昼食会も開
かれました
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待ちに待った宅地の引き渡し式。様々
な思いを胸に行われた記念植樹

各行政区︑各団体で年次総会
新たな人事でスタート

今年開業70周年を迎える
末続駅。４月３日、地区の皆
さんや県内外からのボラン
ティアによる駅舎のペンキ
の塗り替えやホームの雑草
取りが行われました。

へ

震災復興土地区画整理事業
県内初の宅地引き渡し式

ドングリが里帰り

震災復興土地区画整理事業
により進められていた宅地造
成工事の一部が終了し︑３月
日︑宅地引き渡し式が行わ
れました︒式では︑清水敏男

130名が駅舎の清掃

未さ
来と
の
３月９日、石川町から137
名の小学生が訪れました。
久之浜で集められたドング
リを自分たちで育てた苗が
約1,0 0 0本。久 之浜一小５
年生と一緒に植樹しました。

久之浜・大久地区復興対策
協議会の会長として様々な会
議やワークショップの開催な
どに尽力されてきた吉原二六
西町２区長︑そして︑婦人会
長を６年間務めた佐藤トミ子
会長が退任︒
︵新会長は鈴木
玉江さん︶復興対策協議会も
木田寿夫会長︵西町１区︶︑
飯高敬一副会長︵大久区︶の
新体制でスタートしました︒

久之浜と石川町。海と山の交
流が続きます

ふ
る
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久之浜・大久ピックアップ

２

諏訪神社で例大祭

と

ぎょ

着々と進むねぶた製作

向

四倉海岸の駐車場と
トイレの整備工事

各地区ごとにある子ども神輿
（上仁
井田諏訪神社）

雨の中、神社を出発した神輿
（下仁
井田諏訪神社）

５月４日︑四倉地区の諏訪
神社で例大祭が開かれ︑雨の
影響で渡御の開始時間を変更
した神社もありましたが︑担
ぎ手たちは わ
｢っしょい︑わっ
し ょ い ｣｢
そいやそいや な
｣ど
の掛け声を上げながら︑住宅
地や商店街などを勇壮に練り
歩きました︒

この春、道の駅よつくら
港の隣りに建てられた大型
テントの中で、製作を担当す
る善友会のメンバーらが、今
夏の四倉ねぶたに向けた準
備に取りかかっています。

力強く商店街を進む本神輿
（四
倉諏訪神社）

ねぶたづくり開始

グランドデザイン
見直し作業

ダンサーと踊る子どもたち

工事中の駐車場とトイレ
（6月10日撮影）

4月30日、ギニア出身のジ
ャンベ演奏者と、セネガル出
身の伝統舞踊のダンサーが
チャイルドハウスふくまるを
訪れ、来場していた子どもた
ちと交流しました。
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4月28日、四倉地区行政
嘱託員(区長)協議会の今年
度の総会が、太平洋健康セ
ンターいわき蟹洗温泉で開
かれ、事業計画や予算案な
どが承認されました。
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アフリカの太鼓とダンスを体験

未さ
来と
の

行政嘱託員協議会総会開催

今年度︑四倉ふれあい市民
会議は︑震災の影響をふまえ
ながら︑平成 年３月に作成
した四倉地区グランドデザイ
ンの検証と見直しを行い︑今
後は住民を交えた討論会も予
定しています︒
役員の改選なども行われました

ふ
る
四倉ピックアップ

四倉海岸では現在︑県によ
る海岸堤防と防災緑地の工事
と並行して︑駐車場とトイレ
の整備が進められています︒
これは海岸堤防などの整備に
より︑以前の施設が利用でき
なくなるため︑堤防の内側へ
再整備するもの︒駐車場は約
２５０台が駐車可能︒トイレ
は多目的トイレ︑海水浴客用
のシャワーのほか︑洋式トイ
レの数を増やし︑利便性の向
上を図りました︒駐車場︑ト
イレ共に今年７月の海開きに
合わせて供用開始の予定です︒

3

YOTSUKURA

倉
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平

T A I R A

豊間

とよマルシェでイベント
３月27日、とよマルシェで
春のイベントを開催。菊池章
夫さんのライブやお楽しみ
抽選会などが行われ、地域
住民をはじめ、来場者で賑
わっていました。

朝方まで降り続いた雨の中、神輿をト
ラックに乗せ出発

３地区の例大祭
︵豊間︑薄磯︑沼ノ内︶

５月４日︑平３地区で例大
祭が行われました︒復興が進
む各地に威勢の良い掛け声が
響き渡りました︒

平ピックアップ

沼ノ内
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薄磯

菊池章夫さんの優しい歌声に
魅了

豊間小 入学式

例年より担ぎ手が多く集まり、浴衣が 薄井神社の急な階段を降りていく神輿、
足りない事態も起きました
迫力がありますね

元気な返事ができました
良い型のアワビに笑顔が溢れる 入念に準備をして出港を待つ

復興事業が進む薄磯地区、
町は現在嵩上げ工事や高台
の整備などで日々変わって
ますが、防潮堤の先には以
前と変わらない美しい風景
があります。
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５月６日︑薄磯採鮑組合が今年初
のアワビの試験操業を行ない︑良型
のアワビを水揚げしました︒
アワビ漁は素潜りで行う漁で︑今
回は漁場の状態やアワビの成長具合
を見るため︑３人の海士が入念な準
備をして︑まだ冷たい海に出港しま
した︒
１時間強の漁で約 個のアワビを
水揚げし︑型を揃えた 個を出荷し
ました︒出漁した鈴木廣彦さんは
﹁アワビの成長具合が良いことを確
認できました︒型も中々良い﹂と︑
満足そうに話していました︒
今回水揚げされたアワビは 日朝︑
小名浜漁港での放射線検査後︑仲買
人へ渡り︑翌日︑いわき中央卸売市
場から市内の小売店などに出荷され
ました︒

たいら元気発信

今年初！ アワビの試験操業
薄磯採鮑組合

４月６日、豊間小学校で入
学式が行われました。新入
生は６名と例年より少ない人
数でしたが、みんな元気い
っぱいで、豊間小に仲間入り
しました。
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小名浜

ONAHAMA

5月3日、
「どんとやれ、大
漁旗！」が小名川周辺で開
催。川の上を地元船主の協
力により大漁旗約150旗が
彩る様は圧巻でした。

53

56
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小名浜港湾建設事務所の
新庁舎が竣工

港町に150枚の大漁旗！

県小名浜港湾建設事務所は︑
地震による津波の影響で使用
継続が困難となり︑仮庁舎で
の業務を余儀なくされていま
した︒
昨年３月から︑小名浜合同
庁舎西側で整備が進められて
いた新庁舎が完成︒３月 日
に仮庁舎から移転し︑ 日に
は開所式が行われました︒
︿新庁舎所在地﹀
小名浜字辰巳町
☎０２４６・ ・７１１８
︵代表︶

小名浜ピックアップ
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リスポ ●
小名浜第一ホテル
●
●七十七銀行

●常陽銀行

●東邦銀行

前庁舎 ●

色鮮やかな大漁旗がなびく会場

●気象観測所
●ボウリング場

第63回花火大会決定！

●旅館

新庁舎

アクアマリン
ふくしま

位置図

●

小名浜港湾
合同庁舎
●

いわき・ら・ら・ミュウ

魚市場
●

新たに建設された新庁舎の外観

防潮堤と防災緑地の
整備が進む永崎海岸

完成したポスターとスタッフ

おなはま元気発信
三崎公園に咲く
ツツジとマリンタワー

写真で見る工事進捗状況

8月6日の開催が決定し、
ポスターが完成しました。今
年は市制施行50周年記念
大会となり、例年よりスケー
ルアップした花火の打ち上
げを予定しています。

●食堂

永崎海岸沿い
（平成28年5月20日撮影）

防潮堤は平成29年度、防災緑地は平成30年度の完了を目指して工事を
進めています
（平成28年5月18日撮影）
５
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いわき市
こども元気センター
落成・供用開始

旧植田児童館跡地での建設
が進められていたいわき市こ
ども元気センターの落成式が︑
３月 日に行われました︒３
月 日から 日にかけてはプ
レオープンも行われ︑４月１
日から供用が開始されました︒
利用時間など︑詳細は同セ
ンターまで︒
☎０２４６ ‑ ２
‑８８４
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を試作しました︒冬頃には︑
完成したかるたを使って︑大
会の実施を予定しています︒

区画整理事業
宅地引き渡しを実施

なこそ元気発信

け
ら

議論を進める同協議会員

向

勿来と双葉の共生
コミュニティデザイン事業

しん ばん

３月 日︑震災復興土地区
画整理事業による宅地のうち︑
小浜町の４区画と岩間町岩下
工区の３区画が引き渡しとな
りました︒

運動場や遊戯室、教養室などが完
備された屋内

今年も見事に開花した姿
を見せた常磐共同火力㈱勿
来発電所の河津桜。家族連
れや友人同士など、大勢の
花見客で賑わいました。

新たに整備された、同センターおよび屋外遊び場

常磐共同火力の河津桜

かるたとなる句をそれぞれ考え、付箋
に記入していく参加者

4月25日、小浜・岩間地区
復興対策協議会が植田公民
館にて行われ、今年度の事
業計画や収支予算が承認さ
れました。

へ

第 ・ 回のコミュニティ
デザイン事業が︑３月 日と
４月 日に行われました︒
昨年度から制作が進められ
ていた窪田町周辺のまち歩き
マップが完成︒回覧板や郵送
により︑勿来地区住民および
双葉町民に配布されたことが
報告されました︒
また︑今年度の事業として︑
勿来地区のご当地かるたの制
作を計画︒第 回では︑双葉
町のガイドブック﹁ふたば楽
針盤﹂をもとに︑班ごとに意
見を出し合い︑双葉のかるた

地域住民が参加

未さ
来と
の
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2月23日から4月22日、な
こそ交流スペースで活動す
る岩間町サロン参加者の作
品が、福島銀行内郷支店に
展示されました。

14

26

サロン活動の成果を展示

24

期間中の展示ブースの様子

ふ
る
勿来ピックアップ

6

久之浜・
大久

え
校長先生を迎
新入生と新しい
新学期スタート

４月６日、小・中学校で入学式が行われ、久之浜一
小26名（男10、女16）、久之浜二小女子２名、久之浜
中30名（男17、女13）の新たな生活が始まりました。
小学校には鈴木廣美校長（一小）、山田弘校長（二
小）
が赴任し、新学期がスタートしました。

４月21日
える会
久之浜一小新入生を迎

平

４月８日
久之浜二小交通安
全教

室

勿来

スポ少 卒団式

四倉スポーツ少年団
の卒団式が、
２月27日に
県いわき海浜自然の家
で行われ、ソフトボール
に打ち込んだ6年生6名
が卒団しました。

豊間

薄磯

スペース〉
〈なこそ交流 後の教室を実施
最

これまで、絵手紙やつるし雛などの様々な教室が実
施されてきた、
なこそ交流スペース。今年度より、
それ
らの教室が全て終了することとなりました。
３月30日には最後の教室となる園芸教室を実施。
「春の球根の寄せ植え」をテーマに、講師の横田直人
先生の指導のもと、草花との触れ合いを楽しみました。

７

四倉

大祭

３地区例

平３地区では５月４日
に例大祭が行われまし
た。豊間、薄磯、沼ノ内の
祭りの様子を紹介します。
＊P４に関連記事
沼ノ内

４月上旬、希望に
胸をふくらませた
新入生たちが、市
内各地で行われた
入園入学式に臨み
ました。写真は四
倉中学校の入学式
の様子。

道の駅で物産展

「商工会地域交流マ
ルシェ」が3月11〜13日
まで道の駅よつくら港で
開かれ、全 国 各 地の特
産品などが販売され、多
くの来場者が訪れました。

小名浜

親子で楽しく
漁業体験

3月4日、江名港で「親
子漁業体験ツアー」が行
われ、底引き網船「常正
丸」の見学や、
ロープワー
ク体験が行われました。

松ヶ岡公園
リニューアルオープン

お知らせ

ふるさとPICK UP

夢をあきらめない
有森裕子講演会

第59号
平成28年6月20日発行

平成25年度からリニューアル工事が進められ
ていた松ヶ岡公園。ツツジ園や安藤信正公の銅
像がある第一公園の工事が完了し、3月26日に
再オープンしました。
オープニングセレモ
ニーでは、寿幼稚園児
が 祝 演 を 披 露した ほ
か、市長やさかえ幼 稚
園児 等によるソメイヨ
シノの記念植樹も行わ 真新しい遊具で、元気に遊ぶ子
どもたち
れました。

いわきPITで女子マラソンのバルセロナ・アトラン
タ五輪２大会連続メダリスト有森裕子さんの講演
会を開催。各界リーダーの協力を得て「一人ひとり、
誰もが持つ将来の夢をどうしたら実現できるか」を
みんなで考えるための講演会やワークショップ、題
して わたしの夢 応援プロジェクトの第１弾として
行われました。恩師と陸上競技との出会いから五輪
メダル獲得までの自らの体験を通じて、決してあき
らめないことの大切さを熱く語りかけました。

完成を祝って風船を飛ばす、さか 寿幼稚園児による鼓笛演奏
え幼稚園児

来場者は有森さんの言葉に耳を
傾けました

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

いわき駅北口交通広場供用開始

編集室より

「いわき駅周辺再生拠
点整備事業」の一環とし
て、自動車の乗降場や駐
輪 場などの 整 備が行わ
れていた、いわき駅北口
交通広場が3月30日に
供用開始されました。

「ふるさとだより」を担当して６年目
になりました。今年も読みやすい誌面、
分かりやすい情報を心がけていきます。
１年間よろしくお願いいたします。

＊一小で出会った、いつもお姉ちゃんと一緒
だった小さな１年生が今は立派な６年生。時
の流れを感じます。今年度もよろしくお願い
(鈴木 伴栄) いたします。

久之浜・
大久地区

四倉地区

(吉田 靖)

ふるさと伝言板

非行防止・防犯パレード

終演後、来場者一人ひとりと言
葉を交わす有森さん

第７回植田七夕まつり

日 時／７月２日(土)
日時／７月３日（日）
（雨天中止）
12:００〜２０:００
９:３０ 四倉小学校 出発
場所／ホテルアクセス
１０:００ 四ツ倉駅 到着
植田第二公園
コース／四倉小〜渡辺商店〜 ◆フードコーナーや縁日コー
本町通り〜駅前通り〜
ナーが設置されるほか、ス
四ツ倉駅前広場
テージイベントも行われる
◆四倉小学校の鼓笛隊がパレ
予定です。
ードに参加します。
お

詫

平地区

(志賀 新)

＊今年度も四倉地区にお邪魔させて頂きます。
ふるさとだよりならではの視点と切り口で、
四倉の今とこれからを取材していきたいと思
います。
＊いつも地域取材などでみなさんに良くして
頂いて感謝しております。今年度も復興の歩
みや地域の話題を元気に発信していきたいと
思います。

＊今年度より、小名浜地区を担当させて頂き
ます。みなさんの活気あふれる姿や、復興の
(宗形 祐子) 様子をお伝えしていきたいと思っています。

小名浜地区

勿来地区

(中山 明穂)

＊あの日から５年。震災の記憶が日々薄れて
いくなか、復興へ向けて歩みを進めるふるさ
との姿を、地域のみなさんに寄り添いながら
お伝えしていきたいと思います。

び

「ふるさとだより」をいつもご覧いただき、ありがとうございます。
今年度から、内容の一部見直しを図ったため、発行配布に遅れが生じました。そのため、
「ふるさとだより」平成28年４月号及び５月号
を、４月・５月合併号（通号59号）として、発行配布いたします。
「ふるさとだより」をお待ちの皆様には、たいへんなご心配、ご迷惑をおかけいたしましたこと、まことに申し訳ございません。ここに
深くお詫び申し上げます。
「ふるさとだより」６月号（６月30日発行／通号60号）以降は、通常通りの発行配布を予定しておりますので、今後も引き続き、
「ふる
さとだより」をご覧いただけますよう、お願い申し上げます。

ふるさとだよりの記事が動画でも見られます！
① COCOAR
アプリを
ダウンロード

iPhone/iPad

「AppSTORE」
から

Android

「Google Play」
から

②インストール後、アプリを起動すると
右記のマークが表示されます。
③このマークをタップします。
④画像をスキャンします

⑤認識するとコンテンツが表示されます。

※画像に光が反射しないよ
うにスキャンしてください！

注）
ネット環境によって表示に
時間がかかる場合があります。

８

