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久之浜・大久、四倉、平、小名浜、勿来

表紙からMessage

短冊に願いを込める子どもたち

7月3日、植田町のホテルアクセスおよび
植田第二公園で行われた、第７回植田七夕
まつり。屋台の出店やバンド演奏などのステ
ージイベントのほか、ホテル内には笹竹も設
置され、子どもたちは願い事を書いた短冊
を飾り付けていました。
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フォトコンテスト作品募集‥‥‥‥４
防災サマーキャンプin小名浜‥‥‥５
未来を見据えた夏のイベント‥‥‥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

内灘 ×
久之浜交流プログラム

思い思いに苔玉を作る参加者

ニジマスつかみ取り大会

7月31日、市海竜の里セン
ターで第18回ニジマスつか
み取り大会が開かれ、ニジ
マスを追う子どもたちの歓
声が響き渡りました。

向
け

て

波の音と潮の香りに包まれた、震災
前の久之浜第一幼稚園
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再び久之浜の地へ
久之浜第一幼稚園

平成 年から久之浜一小の児童が
石川県内灘町に招かれ︑交流が行わ
れ て き ま し た ︒ 今 年 は ︑ 交 流 ４年 目
にして初めて︑内灘の子どもたちを
久之浜へ招待することができました︒
７ 月 日 か ら ３ 泊 ４日 の 日 程 で ︑
化石の体験発掘や地区ジュニアリー
ダーとのカレー作り︑昨年交流に参
加した久之浜中の １年生がボランテ
ィアで運営に参加するなどの交流が
行われました︒
そして︑今後の開催を内灘と久之
浜が交互に行う計画も話され︑﹁太
陽が昇る海の町・久之浜﹂と﹁太陽
が沈む海の町・内灘﹂の息の長い交
流を誓い合いました︒

久之浜ゆかりの「水風 キャンプファイヤーを囲 震災語り部石川弘子さ
んによる講話
戦」で大盛り上がり んだ楽しいゲーム

せん

ニジマス取りに皆、夢中

久之浜一小運動会で、卒園生と言葉
を交わす青木孝子園長

7月26日、久之浜東団地
集会所で、園芸福祉士の根
本直記さん指導による、市
社会福祉協議会主催の苔玉
作り交流会が開かれました。

へ

7月17日、田之網三嶋神社
の例大祭が行われました。沿
道の家々からの 水祝儀 を
あび、神輿は海へ向かいま
す。

て欲しい﹂という地域住民の
声を受け︑小久連郷地内に土
地を取得︒８月４日に起工式
が行われ︑園舎の新築工事が
始まりました︒０歳から５歳
児までの保育を行う認定子ど
も園として︑来春の開園を予
定しています︒
また︑以前の園舎跡地は︑
防災緑地内に思い出広場とし
ての整備が決まっています︒

苔玉作りに挑戦

未さ
来と
の

田之網三嶋神社例大祭

﹁海の幼稚園﹂
と呼ばれ︑親
しまれていた久之浜第一幼稚
園︒
震災後︑
平第一幼稚園で合
同保育を行っています︒
しかし﹁久之浜に戻って来

担ぎ手により海でもまれる神輿

ふ
る
久之浜・大久ピックアップ

みず ふう

２

今年も四倉に熱い夏が到来
32

区長会が熊本に義援金

スサノオノミコト

「ドンワッセ」の掛け声に合わせて
踊る参加者

ワンダーファームで記念撮影

﹁第 回四倉ねぶたといわき
おどりの夕べ﹂が７月 日︑四
倉町内で行われました︒
いわきおどりには中学校︑高
校︑企業など 団体︑約９５０
名が参加し︑四倉築港から︑新
町︑仲町︑本町を通ってJR四
ツ倉駅前広場までの約２㎞のコ
ースを踊り流しました︒
また︑いわきおどりの列の後
ろからは︑地域の方々が製作し
た合計９基のねぶたとねぷたも
登場︒特に︑今年の大トリを務
め る ︑ 幅 が 約 ４ｍ ︑ 台 車 を 含
む高さが約４．５ｍ の素戔嗚尊
の大ねぶたが登場すると︑見物
客からは一段と大きな歓声が上
がりました︒

7月30・31日、四倉ふれあ
い市民会議主催の「海と山
の冒険隊」が行われ、東京
都港区の親子18組39名が、
化石発掘や野菜収穫のほか、
四倉ねぶたにも参加しました。

約３ヵ月かけて製作された素戔嗚
尊の大ねぶたは、迫力満点
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ようこそ四倉へ

13

まつりを楽しむ子どもたち
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宇佐美委員会長（写真左）に義援金
を贈る公平協議会長（左から2番目）

7月29日、四倉公民館で
「夏休み子どもまつり」が開
かれ、しおりとうちわを作る
工作教室や、金魚すくいや水
ヨーヨー釣りなどのミニ縁日、
映画鑑賞会がありました。

へ

向

検証と見直しが進む
グランドデザイン

夏休みの思い出づくり

未さ
来と
の
け

て

7月9日、四倉中でスポー
ツフェスティバルが行われ、
生徒たちは水泳や綱引き、
ムカデ競争、長縄跳びなど
に挑み、クラス対抗リレーも
盛り上がりました。
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スポフェスで熱戦

７月７日︑四倉地区行政嘱
託員︵区長︶協議会は︑市共
同募金委員会を通して︑熊本
地震の被災地に︑義援金 万
円を贈りました︒
四倉支所長室で行われた贈
呈式では︑公平和俊協議会長
が︑宇佐美忠一委員会長に義
援金を手渡しました︒

クラス対抗リレーでの力走

ふ
る
四倉ピックアップ

平成 年に策定した﹁四倉
地区グランドデザイン﹂の検
証と見直しを行っている四倉
ふれあい市民会議は︑７月５
日︑四倉町商工会館で︑住民
を対象とした﹁まちづくり全
体会議﹂を開きました︒
参加した住民の方々は︑同
市民会議が作成した資料をも
とに︑海浜︑里山と山間部︑
商店街など︑四倉を大きく四
つに分けたゾーンごとに︑震
災を経て良くなった点︑悪く
なった点などについて︑意見
を出し合いました︒
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薄磯で慰霊碑地鎮祭
７月９日、薄磯復興本部
前で、東日本大震災薄磯区
物故者慰霊碑建立地鎮祭が
行われました。津波の教訓
などを刻み、来年3月に完成
予定です。

生まれ変わった豊間屋

子どもたちの夏、始まる
とよマルシェ前で行われたカラオケ大
会。今後9月と12月にも開催予定

豪快なライディング

向

け

て
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完成したポスターを会議で紹介す
るフォトコン室谷和範部長

●募集期間
8月1日〜10月31日
●応募方法
お名前、
ご住所、生年月日、
ご連絡先、作品のタイトル
をお書き添えの上、E-Mail
にてお申込み下さい。
●申し込みアドレス
umimachitoyoma@
gmail.com
●お問合せ
海まち・とよまフォトコンテ
スト実行委員会
Tel 080-3190-4452
（室谷）

海まち・とよま市民会議では﹁第
１回海まち・とよまフォトコンテス
ト﹂を開催しています︒沼ノ内・薄
磯・豊間地区の過去︑現在に関する
作品を募集し︑厳選した 作品をと
よマルシェ﹁豊間屋﹂に展示します︒
また︑優秀作品賞なども選出し︑
月 日にとよマルシェで行うイベン
ト内で表彰式を予定しています︒

サーフィンスポット
（豊間海岸）

へ
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今年初参加した雌獅子役を指
導する鈴木正一師匠

たいら元気発信

未さ
来と
の
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﹁変わりゆく風景・変わらぬ風景﹂
海まち・とよまフォトコンテスト作品募集

７月22日、沼ノ内公民館で
「子ども獅子舞」の練習が本
格的にスタートしました。獅子
役の子どもたちと師匠の熱い
夏が始まりました。

ふ
る

た︒これを記念し︑リニュー
アルイベントが７月 ・ 日
の２日間︑開催されました︒
イベントでは︑カラオケ大会
やさんまのポーポー焼きの新
作の試食︑さんまのつみれ汁
の振舞いなどが行われました︒
今後︑豊間屋では特産品の
加工販売を中心に︑生活雑貨
などの販売もしていきます︒

志賀安紀建立会長、上遠野洋
一副市長による鍬入れ

とよマルシェ︑リニューアル

復興商店とよマルシェ内の
豊間屋は︑７月１日からふる
さと豊間復興協議会と地元婦
人会による豊間協働加工販売
会が運営することになりまし

平ピックアップ

４

りく こう

向

中之作港海岸堤防
陸閘
︵門・ゲート︶
完成

レッドベアいわき防災
サマーキャンプ 小名浜

７月 ・ 日︑小名浜公民
館で︑１泊２日の防災サマー
キャンプが行われました︒参
加者は︑小名浜と平在住の
４・５・６年生で総勢 名︒
キャンプは防災学習プログ
ラムを体験することで︑子ど
もたちの防災意識を高めるこ
とが目的︒１日目は震災当時
の話を語り部から聞いた後︑
毛布担架︑水消火器︑応急手
当︑ロープワークなど︑有事
に必要な知識を学びました︒
２日目は前日に学んだ防災
知識を班対抗のゲームで試し︑
連帯感を深めていました︒

毛布担架の安全で適切な搬送方法 身の回りにあるものを使って水を
を学習
運ぶバケツリレー

熱心に説明を聞く参加者
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7月31日、小名浜港湾事
務所は、市民に港の役割を
知ってもらうため、普段は入
ることができない小名浜港
3号ふ頭の一部を開放し、見
学会を開催しました。
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港の役割を学ぶ

16

バナナボート乗船体験を楽し
む参加者

未さ
来と
の
け

て

7月30・31日の2日間、ア
クアマリンパークでおなはま
海遊祭が開催されました。キ
ッズボートやジェットスキー、
バナナボートなどの乗船体
験のほか、特設ステージで
は、ベリーダンスやよさこい
などが披露され、会場は大
勢の親子連れで賑わいまし
た。
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盛り上がる小名浜の夏

有事のときのみ陸閘は閉門します
完成した陸閘
（通常時）

ふ
る
小名浜ピックアップ

県小名浜港湾建設事務所は︑
海岸堤防整備の一環として︑
平成 年度から進めていた中
之作港海岸堤防の陸閘３基の
工事を今年５月に完了し︑６
月より運用開始しました︒
陸閘は︑本港で震度６以上
の地震︑もしくは津波警報以
上が発令された時などに︑地
震発生時から約 分で自動的
に完全閉門します︒
陸閘脇の﹁︻重要︼中之作
※
港を利用されるみなさまへ﹂
という注意書きに詳細が書か
れています︒

５

ONAHAMA

小名浜

華麗なアクロバットショー

勿

来

N A K O S O

チラシは、子ども向けと
一般向けの２種類を作成

ふ
る

未さ
来と
の

へ
向

け
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未来を見据えた
夏のイベント

in IWAMA Beach

海フェス２０１６

NPO法人勿来まちづくり
サポートセンター主催

いわきの海の安全性を高め︑
全国に発信することを目的に︑
岩間海岸で実施された﹁海フ
ェス﹂︒７月９日には前夜祭
として︑協力した大学生によ
る模擬店や︑花火の打ち上げ
が行われました︒翌日は︑海
で遊ぶ際の注意点や人命救助
方法を学びながら︑ビーチフ
ラッグスやビーチリレー︑水
上バイク試乗やサーフィンな
どライフセービング体験プロ
グラムを通じて︑水難事故防
止や防災知識を学びました︒

サンシャインガイドいわきの3
名が海開きを宣言後、初泳ぎ

18

短歌募集のチラシ完成
かるた作成の詳細を検討

25

いわきの熱い夏、開幕！
7月16日から8月16日まで、
32日間にわたり開設となっ
た、勿来および四倉海水浴
場。初日には勿来海水浴場
を会場に、いわきサンシャイ
ン博夏季オープニングイベン
トが開催されました。
海開き式では、フラガール
甲子園出場校によるフラが
披露され、海開きを宣言。そ
のほか、いわき発祥のスポー
ツ「水風戦」の大会や、砂像
制作も行われました。

７月 日︑第 回勿来と双
葉の共生コミュニティデザイ
ン事業が行われました︒読み
札となる短歌募集のチラシが
完成し︑集まった短歌の具体
的な選定方法や︑絵札と読み
札のデザインなどについて話
し合いが進められました︒

勿来ピックアップ

水風船を投げ合い勝敗を競う
「水風戦」は白熱！

家族連れで賑わう四時ダム
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ボートに乗船し、ダム湖内を
見学する来場者

鏡に向かい、絵の具
やクレヨンで自画像
を描く参加者

なこその希望プロジェクト
自画像ワークショップ

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
７月 日︑小・中学生によ
る自画像制作が︑勿来市民会
館で行われました︒完成した
自画像は今年 月に開催され
る﹁なこその希望プロジェク
ト２０１６〜未来の君に届け
よう〜﹂の会場に展示したの
ち︑岩間町に整備される防災
緑地内に設置予定のタイムカ
プセルに封入︒２０３１年３
月 日に開封されます︒

7月31日、第21回四時ダム
まつりが開催。子どもたちに
よるダンスの披露やバンド
演奏のほか、ボートの乗船
体験等が行われました。

日本女子体育大学ライフセービン いわきの食材を使った串焼きや焼
グ部の学生に教わりながら、ニッ きそばなどが振る舞われ、賑わい
パーボードを体験
を見せた前夜祭

6

久之浜・
大久

夏休みを満喫！
7月23日、石川町との
「海と山夏休み交流会」
が開かれました。体験乗
船や釣り、漁協婦人部の
皆さんが用意した料理を
食べ、楽しい時間を過ご
しました。

楽しかった交流会

7月24日、久之浜出身
でパリ在住のフルート奏
者・木村百合子さんによ
る、
ピアノ奏者マチュー・ロ
フェさんとのコンサートが
久之浜・大久ふれあい館
講堂で開催されました。 故郷のステージで演奏

勿来

の夏！
心躍る、勿来

7月30日、勿来の夏を代表する「なこそ夏まつり」
が開催されました。植田パティオ通りでは、昨年に引
き続き「G.R.E.S.仲見世バルバロス」のみなさんによ
るサンバパレードがオープニングを飾ったのち「第34
回いわきおどり勿来大会」を実施。その後、鮫川河川
敷にて「第20回なこそ鮫川花火大会」が行われ、夏
の夜空に大輪の花が咲き誇りました。

り
楽しい夏まつ

四倉

7月9日、四倉第一幼稚
園で夏まつりが行われ、
保育室に輪投げ、ボウリ
ング、お菓 子つりなどの
パレード
会場を盛り上げたサンバ
コーナーが設けられ、園
児たちはゲームや買い物 輪投げをする園児
を楽しみました。
7月15日に行われた四
倉保育所の夏まつりでは、
子どもたちは盆踊りをした
後 、かき氷を食 べたり、
キャラクターすくいやくじ
それぞれが
趣向を凝ら
引きをしたりして楽しみま おどり
したいわき 夜空を彩った花火
を披露
した。
キャ
ラすくいにチャ
レンジ

平

友好が結んだ夏まつり

７月17日、豊間小学校で３地区合同夏祭りが開催
されました。石川県のNPOチームこのへん30名と
加賀友禅大使15名が中心となり、地域住民と協力
しながら和装の着付けや寄せ植え教室などを行いま
した。

７

寄せ植え教室では薄磯区の
震災以降続く石川
県との絆、
芦澤久美子さんが指導
今年も多くの方が参
加

小名浜

ールで
フットベースボ 心一つに

7月16日、江名小学校の校庭で江名体育協会主
催の第36回防犯球技大会が行われました。市内の
小学校６チームが参加し、
フットベースボールの試
合を行い、久一小エンジェルスが優勝しました。

子
白熱した試合の様

優勝した
久一小エ
ンジェル
ス

ふるさとPICK UP

お知らせ

いわき市防災集団移転跡地
活用事業計画の公募について

いわきPIT1周年

第62号

津波被害を受け「防災集団移転促進事業」を
実施した、久之浜町末続、久之浜町金ケ沢、江名
字走出、錦町須賀地区。市が所有する移転跡地
において「なりわい・コミュニティの再生」を目的
に、企業誘致を進めています。津波被災地におけ
る新たな雇用創出や地域振興を図るため、跡地
活用に係る事業計画を募集しています。

７月24日、いわきPIT
で「スマイルフェスタ笑顔
が こぼ れるステ キな１
日」と題する1周年イベン
トが開催され、雑貨など
の販売や平商高のカフェ
などが出店し、親子連れ
などで賑わいました。

たくさんの雑貨出店ブース

平成28年8月20日発行

受付期間】
平成28年7月19日(火)〜平成29年2月28日(火)
公募箇所】
※募集する地区およびブロックは随時変わりま
すので、市のホームページをご確認ください。
地区名

所在地

利用可能
面積

末続地区

いわき市久之浜町末続字
岸内40番 ほか

約3.5ha

走出地区

いわき市江名字走出
174番29 ほか

約0.5ha

錦町
須賀地区

いわき市錦町須賀63番
ほか

会場入口付近にはキッチンカー 平商高カフェのオリジナル焙煎
も出店
コーヒー試飲は大好評

プチ講座

Part.12
なるほど！いわきの歴史コーナー

郷土芸能じゃんがら念仏踊り
かね

太鼓と鉦を鳴らしながら新盆を迎えた家を供養し
て回る、
いわきの郷土芸能
「じゃんがら」
。
「じゃん」
は
鉦の音から、
「がら」
は
「一がら、二がら」
と太鼓の数
などを数えることから由来しています。
いわきで初めて踊られたのは1656年7月で、
「小
川江筋」
という大規模な農業用水を開拓する際に
活躍した沢村勘兵衛の1周忌に、平泉崎にある光明
寺で行われたのが始まりとされています
（諸説あり）
。
現在では各地区の青年会や保存会などにより、
盆の時期だけでなく、地域の祭りやイベントなどで
も披露されています。
また、12月25日
（日）
まで、
いわき総合図書館5階
の地域資料展示コーナーにて
「じゃんがら念仏踊り
の歴史展」
が開催されています。
ひと

約3.7ha

ふた

お

合

計

約7.7ha

問い合わせ】
市都市復興推進課沿岸域復興推進第二係
☎0246‑22‑1243
ふるさと伝言板

江名獅子祭
【宵祭り】
日時／8月27日(土)
19:00〜
場所／江名諏訪神社
江名魚市場
【本祭り】
日時／8月28日(日)
8:00〜
場所／江名・折戸地区内

いわき凧揚げ大会

住まいと暮らしの
再建相談会

アプリを
ダウンロード

iPhone/iPad

すじ

さわ むら かん

べ

え

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)
◆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

子どもたちによるじゃんがらチームも結成され、次の世代へ継承
されています（写真：上仁井田子どもじゃんがら）

ふるさとだよりの記事が動画でも見られます！
「AppSTORE」
から

え

日時／9月25日(日)

日時／9月25日(日)
9:00〜
場所／四倉海岸

① COCOAR

がわ

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

