平成28年6月30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

表紙からMessage

みんなで楽しく、ふるさとを歩く

６月19日、久之浜地区子ども会育成会連
絡協議会（木村理会長）主宰の第22回ウォ
ークラリー大 会が開かれました。参加者は
64名。久之浜一小をスタートし、
「わが町
再発見コース」と名付けられた行程を、心地
よい風に吹かれながら楽しく歩きました。
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田のあみ米つくろう会田植え体験‥２
四倉小と大浦小で運動会‥‥‥‥‥３
豊間小・中学校合同運動会‥‥‥‥４
小名浜地区春季大運動会‥‥‥‥‥５
海フェス開催に向けて‥‥‥‥‥‥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

思いを胸に新たな挑戦
田のあみ米つくろう会 田植え体験会
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５月29日、文化春祭り。落
成したふれあい館で、11の
団体が日頃の練習の成果を
披露。また、5つの文化サー
クルが作品の展示を行い、
来場者の目を楽しませてい
ました。

向
け

まちづくり総合学習
都市景観大賞優秀賞受賞

ステージ狭しと続く熱演

５月 日︑藤の花が咲き誇る田之網
の里山に子どもたちの大きな歓声が響
き渡りました︒いわき市農商工連携の
会の働きかけで４月に結成された﹁田
のあみ米つくろう会﹂の田植え体験会︒
地区の皆さんと一緒に︑子どもたちも
泥だらけになって田植えを楽しんでい
ました︒
﹁田之網で作る米や野菜は︑ほとん
どが自家消費︒作って売るっていうの
はモチベーション上げるよね﹂と同会
の代表志賀哲夫さん︒田之網でも空き
家や耕作放棄地が増えています︒﹁限
界集落になる前に︑人を呼び込む方法
を考えないと﹂︒今後︑米の販売だけ
でなく︑他地区との連携も含めた活動
を続けていく予定です︒

ふれあい館落成記念文化春祭り

志賀さんの指導で田植え開始

生まれて初めての田植え体験
父の霧島昇さんの故郷で熱唱

久之浜漁港から立地区の高台に
上がる階段がほぼ完成

たて

田之網三嶋神社では、階段と緩や
かなスロープが工事中

5月22日、地域づくり協議
会主催の「二代目松原操リ
サイタル」。霧島昇さんのヒ
ット曲、懐かしい昭和のメロ
ディーを来場者も口ずさみ、
楽しく２時間半が過ぎまし
た。

へ

28

て

５月15日、東京世田谷の
ま は い
和光青年会と中野真南風エ
イサーによるいわき応援エ
イサー。浜風商店街に三線
の音色と、勇壮な太鼓のリズ
ムが響き渡りました。

整備が進む
高台への津波避難路

まちづくりコンサート松原操リサイタル

未さ
来と
の

浜風商店街いわき応援エイサー2016

昨年度︑久之浜一小６年生
が久之浜・大久地区まちづく
りサポートチームと共に行っ
た総合学習﹁未来のまちづく
り﹂︒防災緑地︑観光や産業
など５つの久之浜の未来がま
とめられました︒２月６日に
行われた﹁青少年育成意見発
表会﹂においても︑多くの地
区の皆さんに向けて発表︒こ
の活動が︑平成 年度都市景
観大賞﹁景観まちづくり活
動・教育部門﹂優秀賞を受賞︒
様々な面から久之浜の未来を
考える試みが評価されました︒

エイサーで久之浜を元気に

ふ
る
久之浜・大久ピックアップ

２

︒

ご

「元気の木」を植樹

6月5日、四倉児童クラブ
は一般社団法人「キッズスマ
イルFP（F U N PLACE）い
わき」を設 立。四倉小校内
に加えて、大浦小 校内にも
放課後児童クラブを開設。

4人のチームワークが大切な
「よつく
らハリケーン」
（四倉小）

関係者が出席した設立総会

100メートル走でゴールを目指す4
年生の男子
（大浦小）

四倉小と大浦小で運動会

児童クラブが法人化

５月 日︑四倉小学校と大
浦小学校で春季大運動会が開
かれました︒
ここ数年︑四倉小の運動会
は︑体育館の耐震工事の鉄柵
や幼稚園の仮設園舎がある中
で行われていましたが︑今年
は久しぶりに広い校庭で開催
できました︒児童たちは﹁や
る気 本気 元気 いくぞ！
四倉魂！﹂のスローガンを胸
に︑元気に競技しました︒
大浦小の運動会は﹁最後ま
でがんばる笑顔に金メダル﹂
がスローガン︒児童たちは応
援席や来場者の声援を受けな
がら︑かけっこや玉入れ︑綱
引きなどに挑んでいました︒

来年の大河ドラマの主人公です

へ
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け

て

5月21日、
「NPO法人よつ
くらぶ」と「NPO法人ふくし
ま震災孤児・遺児をみまも
る会」が合同で植樹祭を開
催。鍬入れ式のほかライブイ
ベントも行われました。

道の駅よつくら港から見る漁港内堤防
国道6号沿いでも工事が進みます

未さ
来と
の

着々と進む
四倉漁港内堤防工事

ぼち だこ

5月29日、静岡県浜松市
浜北区の「五縁凧保存会」が、
同区にゆかりがある武将井
伊直虎を描いた約20畳の大
きさの絵凧を、道の駅よつく
ら港に寄贈しました。

ふ
る
四倉ピックアップ

四倉漁港では︑延長約８６
０メートルの堤防工事が︑県
により進められています︒
漁港内堤防の高さは︑海面
から７．２メートル︒四倉地
区を津波の被害から一体的に
守ることを目的に︑他の海岸
堤防と同じ高さで整備中です︒
堤防工事に併せて︑岸壁側
と国道側の行き来ができるよ
うに︑乗り越え道路と階段が
それぞれ２箇所に設けられる
ほか︑臨港道路や排水路の整
備︑漁港用地のかさ上げも行
われます︒
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YOTSUKURA

倉
四

道の駅にヤシを4本植樹

井伊直虎の絵凧が登場
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T A I R A

平

あわび う

に

豊間小・中学校合同運動会

工事の進捗やきれいな海が見
渡せます

け

て

ウニを仕分けて規定量11キロを水
揚げしました
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５月より薄磯地区の防災
緑地の一部に工事状況や進
捗を見られる見学ポイント
が 設置されました。場所は
現在のバス道の中ほどで駐
車場と入口の案内看板が目
印です。

５月 日︑豊間小学校校庭で豊間
小・中学校合同運動会が開催され︑
小学生︑中学生たちが協力し合いな
がら競技を楽しんでいました︒
現在︑中学校校舎は小学校西側に
隣接工事中で︑来年度内に完成予定︒
﹁運動会や避難訓練などを児童︑生
徒が協力して行うことは︑地域にと
っても良いことだ﹂と保護者や招待
者からの声もあり︑継続の要望が高
いことがわかりました︒
また︑開会式では鈴木幸長薄磯区
長から３月に区に寄贈された︑サッ
カーイングランドプレミアリーグ︑
レスターで活躍している岡崎慎司選
手のユニホームを小学校にプレゼン
トしました︒
︵ふるさとダイアリーに関連記事︶

薄磯区の防災緑地から

岡崎慎司選手のユニホームが 「運べ豊間の名産品」
。
うなぎ、
鈴木区長から学校へ贈呈
蒲鉾、灯台を運びました
今度は自分たちが助ける時と
話す区役員たち

向

ウニ漁試験操業︑始まる
︵薄磯採鮑組合︶

は

ま

今年は各浜とも下神白で貝焼
きを作ります。浜の香りが最高

５月16日、薄 磯区・薄 磯
復興協議委員会は昨年３月
に薄磯団地で炊き出しをし
て 頂いた熊 本 県 益 城 町
「NPO九州ラーメン党」に
地区内で集められた義援金
を寄付しました。

へ

い

５月 日︑薄磯採鮑組合は
今年初のウニの試験操業を実
施しました︒６日にはアワビ
の試験操業を開始した同組合︒
ウニの試験操業は昨年に引き

熊本へ義援金を寄付

未さ
来と
の
５月15日、豊間団地や薄
磯 修徳院で「和光 青年会」
「中野真南風エイサー」の２
団体が昨年に引き続き、震
災犠牲者へ供養のエイサー
や地元住民らと交流しまし
た。
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エイサーで供養

続き︑震災以降２年目︒成長
や分布を確認するために漁船
を２艘出港させて漁に挑み︑
規定量を水揚げしました︒
﹁成長も生息状況も確認でき︑
一安心した﹂と県鮑雲丹増殖
協議会の鈴木一好会長︒
今年の貝焼きは下神白の共
同加工場での作業︒かつて各
浜で作っていた特色ある貝焼
きを待ち望む声も多く︑今後
に期待が寄せられています︒

豊間団地では大きな獅子も出
て住民は大喜び

ふ
る
平ピックアップ

４

小名浜

ONAHAMA

5月13日、カルチェ ド シャ
ン ブリアンで、小名浜地区
行政嘱託員(区長)連合会の
総会が開かれました。

下神白採鮑組合で
ウニの貝焼きづくり

行政嘱託員総会

キタムラサキウニの試験操
業が始まって２年目となった
今期︒
昨年の秋に完成した下神白
加工場では︑地元の女性たち
の手作業により︑ウニの貝焼
きづくりが行われました︒今
期の操業は︑７月いっぱいま
で週２回の予定︒
下神白在住の馬目和子さん
は﹁仕事ができるようになっ
てよかった﹂と笑顔を見せて
いました︒

小名浜ピックアップ

ふ
る

未さ
来と
の
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関係者を含め約100名が参加し
ました

復興への思いを込めて
55号で紹介した、小名浜
二小児童が制作したタイル
が、いわき・ら・ら・ミュウ脇
の公園内ベンチに貼り付け
られました。また5月28日に
は、完成を祝い除幕式が行
われました。

蒸し焼きされたウニの貝焼きが完成し 会話に花を咲かせながら作業を進める
ました
4人の女性たち

小名浜地区

春季大運動会

元気いっぱい、頑張った子どもたちの姿を紹介します。

5月14日 永崎小学校

5月21日 江名小学校

復興記念モニュメントとして制
作されたベンチ

おなはま元気発信
永崎海岸に咲く
ハマヒルガオ

５

大玉ころがし(3、4年生)

かけっこ40ｍ走(1年生)

150m走(5年生)

お届けします！江名小宅急便(5年生)

N A K O S O

来
勿

周年記念事業

の防止や︑防災緑地と連携
した避難の学習︑地元の賑
わいを取り戻すなど︑さま
ざまな成果も期待されます︒
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市制施行

海フ�ス2016
開催のお知らせ

海フェス2016

in IWAMA Beach
〜ライフセービング
体験プログラム〜
７月９日︵土︶前夜祭
時〜 時
７月 日︵日︶本祭
８時 分〜 時
◆イベント内容や参加につ
いてなど詳細は︑NPO
法人勿来まちづくりサポ
ートセンターまで︒
☎０２４６ ‑ ５
‑０５５
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63

日差しも強くなり、水田が
稲苗で青々と輝きはじめた6
月上旬。錦町台地区に、のど
かな空を泳ぐこいのぼりの
姿がありました。
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勿来と双葉の共生
コミュニティデザイン事業

なこそ元気発信

震災以降︑﹁NPO法人
勿来まちづくりサポートセ
ンター﹂は︑勿来地区の復
興へ向けてさまざまな活動
を行ってきました︒
今年は︑いわきの海の安
全性を高め︑全国に発信す
るとともに︑海と親しめる
環境を整えて地域経済に貢
献することを目的とし︑新
たな事業を計画︒日本女子
体育大学ライフセービング
部や福島県サーフィン連盟
などの協力のもと︑ビーチ
フラッグやサーフィンなど
を通したライフセービング
体験事業が︑岩間海岸にて
実施されます︒
同事業により︑水難事故

97名が参加した総会

ポスターを手にする舘敬理事長と、実行委員会メンバー

5月20日、平成28年度の
勿 来 地 区行 政 嘱 託 員（ 区
長）連合会定期総会が開か
れ、事業計画や収支予算な
どについて承認されました。

へ

５月 日︑第 回コミュニ
ティデザイン事業が行われま
した︒
はじめに︑前回試作したか
るたをいくつかのカテゴリー
に分けて確認︒その後︑冬頃
に実施を予定している大会へ
向け︑スケジュール調整と具
体的な内容について協議しま
した︒また﹁勿来のいいとこ
ろ﹂をテーマにしたかるたの
読み札を募集するため︑募集
内容や方法のほか︑絵札の作
成はどうするかなど︑詳細に
ついても話し合われました︒
今年度の定期総会を実施

未さ
来と
の
5月8日、植田小学校体育
館で行われた、
「第2回エア
サーフグライダー競技会」。
大人と子どもに分かれ、グラ
イダーを飛ばした距離や時
間を競い合いました。
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大人も子どもも楽しく挑戦！

50

笑顔を見せる参加者

ふ
る
勿来ピックアップ

田園を見下ろすこいのぼり

6

久之浜・
大久

二小
元気に運動会

久之浜一小、

５月14日に行われた久之浜一小春季運動会。そし
て、翌15日は久之浜二小大運動会。時折吹く涼しい
風も何のその。額に汗し、走り、踊りそして仲間に声援
を送る児童たち。両校共に、近所の皆さんや卒業生も
競技に参加するなど、地域と学校の結びつきの強さ
がうかがえました。

「正々堂々たた
スローガンは
、つかめ勝利、深
「
かえ紅組」
めよう白組の絆」

平

四倉

市民会議の総会開

催

5月26日、四倉ふれあ
い市民会議の平成28年
度第12回通常総会が四
倉商工会館で開かれ、
今年度の事業計画や収
支予算書などが承認さ
れました。

スローガンは
「紅、白ともに
最後まであきらめず
、
がん
ばろう！
！」

5 年ぶりに田植え

ント
らプレゼ
か
手
選
岡崎

岡崎選手からのメッセージとサインが入ったユニ
ホーム。震災直後、薄磯地区に応援で来ていた静岡
市の消防隊員の中に、岡崎選手の関係者がいたこ
とから、区に寄贈されたものです。
ホッキ貝の試験操業

岡崎慎司選手直
筆の
メッセージとサイ
ン

勿来

３月に訪れた静岡市消防隊員
と薄磯区役員たち

が
ヘアピンカーブ 替わりました
切り

勿来の海が一望できることでも有名な、小浜町と
岩間町を跨ぐ、県道泉・岩間・植田線のヘアピンカー
ブ。昨年２月より道路の新設工事が開始され、今年4
月に新しい道路に切り替わりました。

日撮影
平成28年3月30

７

平成28年6月3日
撮影

5月31日、大浦小
学校の5年生26名が、
震災で休止していた
田植え体験を5年ぶ
りに再開。児童たち
は泥だらけになりな
がら苗を植えていま
した。

2年前から行われてい
るいわき沖のホッキ貝の
試験操業は、今年も6月
から始まり、6月9日、四倉
漁港には約500kgが水
揚げされました。

小名浜

走出地区の
海岸堤防が完成

平成26年10月より、
着工していた江名港海
岸走出地区の海岸堤防
が、今年の3月末に完成
しました。

平成27年12月16日撮影

平成28年6月10日撮

影

新舞子フットボール場完成

お知らせ

いわき文化春祭り

ふるさとPICK UP

第60号

今年1月より、いわき新舞子ハイツのグラウン
ド内に整備が進められていたフットボール場が、
5月21日から供用開始となりました。
同施設は、公益財団法人日本サッカー協会お
よび国際サッカー連盟が、東日本大震災復興支
援活動の一環として市に寄付したもの。21日に
はオープニングセレモニーが行われたのち、U15
いわきサッカーリーグの試合が開催されました。
【問い合わせ】市スポーツ振興課スポーツ施設係
☎0246‑22‑7504

5月21、22日の両日、いわき芸術文化交流館ア
リオスで、
「第2回いわき文化春祭り」が開かれまし
た。文化活動に取り組んでいる126団体、約1,300
名が参加して、館内と平中央公園で芸能発表や作
品展示などを行いました。今年は市制施行50周年
記念事業の一環で、21日に民謡歌手の原田直之さ
ん、22日にいわき市出身のオペラ歌手、鈴木葉子
さんも特別出演しました。
平中央公園では模擬店の出店などもあり、2日
間ともたくさんの来場者でにぎわいました。

平成28年6月30日発行

芸能の部では、大ホールで日頃の活動の成果を披露して、来場者を
魅了した出演者のみなさん

プチ講座

Part.11
なるほど！いわきの歴史コーナー

蹴り初め式にて、ボールを
蹴る清水敏男市長

御宝殿熊野神社の祭礼

ふるさと伝言板

海フェス2016
〜ライフセービング
体験プログラム〜

日時／7月9日（土）
18:00〜20:00
（前夜祭）
7月10日（日）
8:30〜14:00
（体験プログラム等）
場所／岩間海岸

※詳しくは本誌P6をご覧ください。

いわき市海開き
日時／７月１６日（土）
１０
：
００〜
場所／勿来海水浴場
＜海水浴場開設期間＞
期間／７月１６日（土）〜
８月１６日（火）
開設場所／四倉海水浴場
勿来海水浴場

住まいと暮らしの
再建相談会
日時／7月18日（祝・月）
①10:00 ②11:00
③13:00 ④14:00
⑤15:00(各50分程度)

場所／久之浜公民館
定員／10組（各時間2組）
対象／地区住民
日時／7月23日(土)
①10:00 ②13:00
③15:00(各90分程度)

場所／市文化センター
定員／9組（各時間3組）

錦町の御宝殿熊野神社の祭礼行事は神事と民
俗芸能が一体となり、現在でも古式に倣って執り行
われます。祭り全体が
「御宝殿の稚児田楽・風流」
の
名称で、国の重要無形民俗文化財に指定されてお
り、全国的にも珍しく8人の男子によって田楽が演
舞されます。
昨年までは、宵祭りは7月31日、例祭は8月1日に
行っていましたが、確実に伝統的な祭礼行事が継
承されるよう、今年から7月第3月曜日
（海の日）
に
本祭日を改め、8月1日は鎮座記念祭とすることに
しました。
■宵祭：7月17日
（日）
、本祭：18日
（祝・月）

＊開催日の3日前までに電話ま
たはFAXで申し込み
【問い合わせ】市ふるさと再生課

☎0246‑22‑7437

復興支援事業
ビーチバレーボール
よつくら大会

日時／7月24日（日）
8:30〜競技開始
※小雨決行（悪天候の場合は中止）

場所／四倉海水浴場

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

稚児田楽は、全国的にも珍しい子どもたちによって演じられる
田楽踊りです

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

