平成28年7月20日発行（毎月1回20日発行）

久之浜・大久、四倉、平、小名浜、勿来

表紙からMessage

日頃の活動の成果を発表

6月26日の大浦公民館まつりでは、各サ
ークルの会員や、市民講座の受講生による
芸能発表と作品展示がありました。ステー
ジでの芸能発表では、キッズエアロビックや
フラダンスなどが披露されて、会場を盛り上
げていました。
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きれいな浜を取り戻そう‥‥‥‥‥２
四倉小で土曜学習が開講‥‥‥‥‥３
豊間地区スポーツの集い‥‥‥‥‥４
にっぽん丸が寄港‥‥‥‥‥‥‥‥５
ウォーキングイベント開催‥‥‥‥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

きれいな浜を取り戻そう
ハマエンドウの群生地復活を目指して

久之浜・大久地域づくり協議会

６月４日︑地域づくり協議会とすみ
よいまちづくり推進協議会などの会員
名が︑久之浜海岸でごみ拾いや流木
の片づけに汗を流しました︒
そして︑６月 日には︑ハマエンド
ウの移植作業が行われました︒波立海
岸の歩道設置工事が進められることか
ら︑重機を使って掘り起こされた地下
茎が中浜へ運ばれ︑地域づくり協議会
会員らによって移植されました︒
かつて浜一面を覆いながらも︑津波
で壊滅的な被害を受けたハマエンドウ︒
地道な保護育成活動が実を結び︑生育
範囲も広がってきています︒今回移植
されたハマエンドウは︑歩道設置工事
終了後︑波立海岸に戻される予定です︒

協議が進む実行委員会
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８月11日に開催される第3
回浜の夏祭り。会 場となる
久之浜漁港での下見や花火
打ちあげ場所の確認など、
実行委員会での話し合いが
進んでいます。

け

て

復興と地域振興へ向けて、様々な
意見が交わされました

80

浜の夏祭りに向けて

30

ふれあい館への来訪者

炎天下行われた海岸清掃

工事関係者も一緒に作業
見事なそば打ちの技を披露

向

久之浜・大久地区
まちづくり懇談会の開催

６月25日、石川町そば同
好会のメンバー７名がふれあ
い館を訪れ、そば打ち交流
会が行われました。参加者
約80名が打ちたての香り高
いそばを味わいました。

へ

６月 日︑市地域防災交流
センター久之浜・大久ふれあ
い館内の久之浜公民館講堂で︑
まちづくり懇談会を開催︒地
区住民の方々と市長・市関係

そばがつなぐ海と山の交流

未さ
来と
の
ふれあい館には、防災ま
ちづくり資料室の見学や、防
災学習の課外授業などのた
め、連日多くの方々が訪れて
います。

部長が地域の課題について直
接意見交換を行うものです︒
テーマは﹁次世代に贈りた
い久之浜・大久をめざして﹂︒
①久之浜町中心地の駐車場設
営︑②いわき市北部地区の活
性化と振興策︑③地域公共交
通実証運行終了後の本格運行︑
④子どもたちと高齢者の世代
間の交流︑⑤久之浜の漁業の
復興推進︑⑥子どもたちの学
習環境の整備について︑地区
内の各団体を代表する６名が
提言し︑一問一答で市の考え
方が示されました︒会場には︑
１００名以上の地区住民が足
を運び︑メモを取りながら熱
心に聞き入っていました︒ま
た︑来場者からの意見なども
あり︑住民と市との貴重な意
見交換の場となりました︒
久之浜一小児童も熱心に勉強

ふ
る
久之浜・大久ピックアップ

２

四倉小で土曜学習が開講

知育菓子を使った実験で、
お菓子の
持つ不思議さや面白さを学習

初めてのタグラグビーでしたが、青空
のもと、思いっきり体を動かしました

お盆に向けて練習しています

新しいプールを利用開始

7月2日、上仁井田にある
最勝院の境内で、子どもじゃ
んがら念仏踊りの練習が始
まりました。今年は上仁井田
地区以外の子どもたちも加
わって活動しています。
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子どもじゃんがら練習中

6月20日、
ばら組の園児たちが、
プール開き
前に掃除をしました

6月24日、四倉ふれあい市
民会議といわきオリーブプロ
ジェクトは、四倉小でオリー
ブの苗を植え替えました。今
後、四倉海岸に完成する防
災緑地に移植する予定です。

へ

向

万が一の
原子力災害に備えて

5年生51名が参加しました

震災の影響で以前のプール
が使えなくなった四倉第一幼
稚園では︑約５年間︑近くの
保育所や幼稚園などのプール
を利用していましたが︑今年
３月︑園庭に新しいプールが
完成しました︒

オリーブの植え替え

未さ
来と
の
け

て

6月15日、市立美術館によ
るアートキャラバンが大浦小
で開かれ、3年生30名が、美
術館の職員の指導を受けな
がら、岩絵の具でさまざまな
絵を描きました。
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初めての岩絵の具

四倉公民館による土曜学習
推進事業﹁四倉っ子キラキラ
学び隊！﹂が︑６月 日から
四倉小で始まりました︒
初回は１１４名の児童が参
加︒１・２年生はクラシエホ
ールディングス㈱の協力で︑
水を入れて練ると色が変わっ
てふくらむ知育菓子﹁ねるね
るねるね﹂を使った実験に挑
戦︒３〜６年生は市ラグビ
ー・フットボール協会の協力
による﹁タグラグビーを楽し
もう！﹂を行いました︒
同事業は今年度中に８回開
催される予定で︑児童たちは
ニュースポーツやグラウンド
ゴルフの体験や︑食育講座な
どを受講します︒

恐竜や花などを描きました

ふ
る
四倉ピックアップ

四倉地区では︑大きく６つ
のブロックに分けて︑市原子
力防災訓練を行っています︒
６月 日には大浦公民館で行
われ︑上仁井田北︑南︑仲・
岸︑下仁井田︑細谷︑セメン
トの各行政区の役員や民生委
員︑消防団などの関係者や︑
市の担当者などが参加しまし
た︒
訓練では︑行政区ごとに地
区原子力災害避難計画を検討
するワークショップなどを行
い︑参加者が地区の課題や意
見を出し合いました︒
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YOTSUKURA

倉
四

T A I R A

平

再び︑スポーツの町へ

豊間地区体育協会
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延べ約50名の参加者が聴講し
ました

向

て

市消防本部からのバックアップを受
けて、大会に臨みました
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６月19日、豊間団地集会
所で豊間区主催による説明
会が行われました。NPO美
しい街住まい俱楽部、佐藤
俊一代表と連健夫一級建築
士が講師を務めました。

こう じゅう

むらじ

６月 日︑豊間小学校体育館で
﹁第２回豊間地区スポーツの集い﹂
が豊間地区体育協会︵永山公一会
長︶主催で開催されました︒
震災前の同地区はスポーツが盛ん
で︑７月はソフトボールとバレーボ
ール︑ 月は運動会︑２月には駅伝
大会を地域対抗で開催していました︒
体育協会では︑震災で被災して他地
域に避難していた住民が︑公営住宅
に戻ってきたことをきっかけに住民
同士の親睦を兼ねて﹁豊間地区スポ
ーツの集い﹂を企画して︑昨年 月
に実施しました︒豊間地区が少しで
も元気になることを願い︑今回は長
縄跳び︑大玉ころがし︑カローリン
グや体力測定などを行いました︒

豊間「住宅再建説明会」

カローリングはカーリングを元 体力測定は反復横跳び、握力測
に国内で開発された3世代で楽 定、上体起こし、立ち幅跳びなど
しめるスポーツです
が行われました
塩屋崎薄磯観光組合から、山
菜おこわが振舞われました

一連の動作や規律、
タイム等の総
合ポイントで競います

６月19日、薄磯の雲雀乃
苑で歌手・美空ひばりの28回
忌供養祭が行われました。道
路工事中の影響で、芸能イ
ベント等は行わず、今回は地
元住民主体で行われました。

へ

市消防操法大会出場へ

薄磯でマッサージ

豊 間 地 区 の 消 防 団 第( ７ 分
団︶が︑前回大会出場から
年振りに市消防操法大会へ出
場しました︒
練習時には﹁震災を経験し︑
絆を強くした団員たちの気持

ひばりさん供養祭

未さ
来と
の
６月11日、薄磯の修徳院
でヒーリング・プラネット主
催のマッサージ＆お茶会を
開催。薄磯団地や近隣住民
の方たちが訪れ、日々のスト
レスや疲れを癒していました。

ちをまとめて︑市大会の優勝
を目指します﹂と話していた
志賀幸重分団長︒
大会では︑ポンプ車からホ
ースを繋ぎ︑消火までの動作
とタイムを競い合います︒震
災後︑第７分団は約３割の団
員が豊間地区を離れており︑
選手をサポートする団員を集
めることに苦労しましたが︑
全員が協力し︑大会に出場す
ることができました︒

会話しながらのマッサージでリ
ラックスする参加者たち

け
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ふ
る
平ピックアップ

４

かつお祭開催！

6月20日、市公営住宅永
崎団地集会所で、市地域包
括ケア推進課による健康体
操サロンが初めて開かれま
した。

約５年半ぶりに小名浜港へ
にっぽん丸が寄港

50

6月27日、いわき海星高校
の海洋科と専攻科の生徒あ
わせて43名が乗った海洋練
習船・福島丸が、漁業実習
を終えて、無事に小名浜港
に帰港しました。

船内を見学しながらガイドの説明 市民や関係者が見守るなかにっぽ
を聞く参加者
ん丸が出港

小名浜港に水揚げされたメバ
チマグロ

６月 日︑震災後初めて小
名浜港藤原ふ頭に︑クルーズ
客船・にっぽん丸が寄港︒今
年は︑市制施行 周年・小名
浜港開港 周年の節目の年︒
これを記念し︑小名浜﹁胃・
飾・縦﹂プロジェクトの記念
事業の一環として︑歓迎セレ
モニーが開催されました︒
事前公募に当選した市民
名が船内を見学したほか︑セ
レモニーでは錦小吹奏楽部に
よる演奏が披露︒その後︑北
海道釧路港を目指して出港し
ました︒

福島丸、ハワイ沖から帰港
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椅子に座ったままでもできる体
操などが紹介されました

約20名が参加した全体会議

会長の坂本勝吉さん
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60

ことから︑食堂の再建に向け
た取り組みも検討しています︒
坂本勝吉会長は﹁たくさん
の人に江名の魅力を知っても
らいたい﹂と話しています︒

健康体操サロン初開催

へ

向
け

て

いわき・ら・ら・ミュウで第
5回かつお祭を開催。6月5
日には、館内でお楽しみ抽
選会やグッズのプレゼント、
生カツオの特売などが行わ
れました。
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江名の町の復興と
発展を目指して

先着500名に振舞われた、
カツ
オのあら汁

未さ
来と
の
30

ふ
る
小名浜ピックアップ

６月４日︑江名公民館で江
名の町再生プロジェクトの全
体会議が行われ︑今後の実施
事業について話し合われまし
た︒
まず︑今年で３回目となる
イベント﹁海あるき町あるき
江名の町再発見﹂の実施につ
いて協議し︑ 月 日の開催
が決定しました︒
また︑江名は津波被害によ
り︑港周辺にあった５軒の食
堂もすべて廃業してしまった

５

ONAHAMA

小名浜

N A K O S O

来
勿

け

て
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防災緑地の利活用に向けて

岩間・小浜地区で
ウォーキングイベント開催！

つ

かじ とり

あ た ご

岩間町の防災緑地内に植樹
を予定している苗木の採取を
兼ねたウォーキングイベント
が︑６月 日に行われました︒
開始前には︑昨年採取した
ドングリの苗木の贈呈も行わ
れ︑里親へ引き渡されました︒

岩間海岸前の駐車場からスタート！小
原地区を経由して小浜町へ向かい、
集合場所に戻ります

向

勿来と双葉の共生
コミュニティデザイン事業

21

77

６月 日︑今年度初となる
第９回防災緑地利活用検討委
員会が行われました︒
防災緑地整備に関する進捗
状況の報告に加え︑図面や３
Ｄイメージ映像を交えて︑工
事の細かい工程や植栽の種類
・時期などについて︑県の担
当者から説明が行われました︒
また︑今年度に実施を予定
している防災緑地利活用事業
についても協議されました︒

愛宕神社から岩間の海を望む、 途中にある、楫取津神社や津神
イベントに協力した芝浦工大生 社で苗木を採取

◀決定した
デザイン
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6月5日「田んぼアートinい
わき」の田植え作業が、山田
町で行われました。今年は、
市制施行50周年記念事業と
して市制50周年のロゴマー
クをモチーフにしたデザイン
を、異なる色の稲苗を使って
表現。見頃は、7月中旬から8
月末になる予定です。

へ

６月 日に行われた第 回
コミュニティデザイン事業で
は︑年末までの完成を目標に
している勿来のご当地かるた
について協議︒読み札の短歌
を募集するにあたり︑チラシ
のデザインや選定方法︑絵札
の作り方や︑冬頃に実施予定
のかるた大会の内容について
話し合われました︒
また︑８月 日には︑短歌
づくりのワークショップも実
施されます︒詳しくは︑勿来
ひと・まち未来会議まで︒
☎０２４６･ ･１５９０
みんなで描くひとつのアート

未さ
来と
の
6月4日、親子陶芸教室が
植田公民館で行われました。
同公民館で活動するサーク
ル「陶光会」のメンバーの指
導のもと、1人につき1〜2作
品を制作。今後は、1ヵ月ほ
ど乾燥させたのち、素焼き、
本焼きと色付けが行われ、7
月下旬に制作した参加者へ
渡される予定です。
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世界にひとつの作品づくり

勿来の関
「吹風殿」
にて
実施されました
自分だけの作品を思い思いに
仕上げる子どもたち

ふ
る
勿来ピックアップ

27

6

四倉

ねぷた製作に
挑戦

四倉町商工会青年部は6月19日から3回に渡って、
子どもたちを対象に、
ねぷた製作体験教室を開きまし
た。参加者は、
フラおじさんなどの下絵に墨入れや色
塗りをしたほか、ねぷたの側面に貼る紙に、手形と足 久之浜・
形を取りました。完成したねぷたは、7月30日のまつり 大久
当日にお目見えします。

平

毎年、初日の出の見物客でにぎわう波立海岸。震
災の津波にも耐えた弁天島の赤い鳥居が、昨年10
月の台風で壊れ、柱だけの姿になっていました。久之
浜・大久観光協力会が中心となって、地区住民から
寄付を募り、
このたび鳥居が再建されました。

壊れた鳥 居も設 置 場
所
支えてくれた団員や家族たち、
を
移し、6月29日竣工式
みんなで頑張った成果です
を迎えました

規律とスピードを約
１ヵ月半の
練習で身に着けまし
た

小名浜

ベント特集
市公営住宅 イ

錦団地

関田団地

お茶会でほっと一
息

6月25日、市公営住宅永崎団地集会所に東北大
学の先生と学生あわせて16名が、ボランティア活
動の一環として訪れ、初めてのお茶会が開かれまし
た。
うちわづくりや足湯体験などが行われ、楽しいひ
と時を過ごしました。

6月8日、錦団地で初の
開 催となった「 浜 ○ か
ふぇ」。浄土宗福島教区
浜通り青年会のみなさん
が訪れ、参加者にお茶や
軽食が振る舞われました。
よう かん

6月14日、虎屋の羊羹
で有名な「虎玄」による
「お茶っこ会」を実施。点
茶体験が行われ、自分で
点てたお茶を甘い和菓子
と一緒に味わいました。

７

6月1日に開業70周年
を迎えた末続駅はアジ
サイでも有名です。多く
の方の協力で、下草刈り
や剪定など保護育成が
続けられており、今年も
綺麗な花が、訪れる人の
目を楽しませています。

波立海岸
弁天島鳥居再建

法大会で
躍！
市消防操７分団が大活
第

7月3日、好間工業団地多目的広場で行われた市
消防操法大会で第7分団（豊間地区）
がポンプ車操
法で準優勝しました。また、
２番隊員鈴木翔太選手、
3番隊員山野辺諭選手が優秀選手賞を受賞しました。

勿来

サイ
末続駅のアジ

ふるさとPICK UP

お知らせ

市震災メモリアル事業方針

策定

新舞子浜公園にクロマツを植樹

第61号
平成28年7月20日発行

災害に強く、活気あふれるいわきの未来を築
くため、震災の記憶や教訓を後世に伝えていくこ
とを目的とした「市震災メモリアル事業」。昨年
6月から「市震災メモリアル検討会議」にて議論
を重ね、同事業を進めるための中核拠点施設の
整備等を盛り込んだ提言が、昨年11月に提出さ
れました。
この度、当該提言を踏まえ、同事業の今後の取
り組みの方向性を明確にすべく、市は、5月13日
に「市震災メモリアル事業方針」を策定しました。
中核拠点施設は、薄磯震災復興土地区画整理事
業地内を建設候補地とし、市内全体の震災メモ
リアルネットワークの拠点としていきます。
今後は、基本計画を策定し、平成31年3月の
供用開始に向け、整備を進めていきます。
【問い合わせ】市地域振興課 中山間・沿岸地域係
☎0246‑22‑7415
ふるさと伝言板

四倉公民館
夏休み子どもまつり

日時／７月29日(金)
10:30〜
場所／四倉公民館

四倉ねぶたと
いわきおどりの夕べ

おなはま海遊祭

日時／7月30・31日(土・日)
10:00〜
場所／アクアマリンパーク

ニジマスつかみ取り
大会

日時／7月30日(土)
17:30〜
場所／四倉町内

なこそ夏まつり

四時ダムまつり

◆16:00〜22:00まで、植田小
学校および錦小学校グラウン
ドが駐車場として利用可能。
◆荒天の場合7月31日(日)に順延。

日時／7月31日(日)
9:30〜
場所／四時ダム構内

いわきおどり
小名浜大会

日時／8月5日(金)
17:00〜
場所／県道小名浜・平線
(鹿島街道)
日産サティオ交差
点〜本町通り

アプリを
ダウンロード

iPhone/iPad

「AppSTORE」
から

いわき花火大会

日時／8月6日(土)
19:00〜
場所／アクアマリンパーク
◆荒天の場合８月７日(日)同時刻
に順延。

仲町ホコ天ブラブラ
リー
日時／8月7日(日)
14:00〜
場所／四倉仲町商店街

浜の夏祭り
日時／8月11日（木・祝）
13:00〜20:30
ステージイベント 13:00〜
盆踊り・花火大会 18:00〜
場所／久之浜漁港

四倉鎮魂、復興花火大会
日時／8月16日(火)
17:30〜
場所／四倉海岸

沼ノ内子ども獅子舞
日時／８月20日（土）
９：00〜

ふるさとだよりの記事が動画でも見られます！
① COCOAR

息の合ったじゃんがらを披露し 公園の緑地にクロマツを植樹す
た海星高生
る参加者

地域の夏まつり特集

日時／7月31日（日）
10:00〜13:00
場所／いわき市海竜の里
センター

日時／7月30日(土)
17:10〜
【サンバパレード】
時間／17:10〜
場所／植田パティオ通り
【いわきおどり勿来大会】
時間／18:00〜
場所／植田パティオ通り
【なこそ鮫川花火大会】
時間／20:00〜
場所／鮫川河川敷

6月18日、市制施行50周年記念事業のひとつ と
して「第44回いわき市植樹祭」が新舞子浜公園で
開かれました。
震災後初めての開催となった同植樹祭。記念式
典では主催者の清水敏男市長のあいさつ、来賓祝
辞などのほか、夏井小の児童と藤原小・緑の少年
団の代表が、誓いの言葉を発表しました。
関係者による記念植樹や、いわき海星高校「チー
ムじゃんがら」によるじゃんがら念仏踊りの後、一
般植樹では、参加した市民らが公園の緑地に約
600本のクロマツの苗木を植えました。

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。

場所／沼ノ内諏訪神社
沼ノ内地内

豊間獅子祭典

日時／８月27日（土）
宵祭り 19:00〜
日時／８月28日（日）
本祭り 10:00〜
場所／豊間諏訪神社境内

住まいと暮らしの
再建相談会
日時／8月6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)
日時／8月20日(土)
①10:00 ②13:00
③15:00(各90分程度)

場所／小名浜公民館
定員／9組（各時間3組）
◆お申し込みは開催日の3日
前まで
【問い合わせ】市ふるさと再生課

☎0246‑22‑7437

※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

