平成28年11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

園庭での運動会 元気いっぱいの「汐見っ子」

昨年8月から今年7月まで、園舎の耐震補
強工事により仮園舎での生活を送っていた汐
見が丘幼稚園児たち。10月2日、2年ぶりと
なる園庭での運動会が行われ、
もも・さくら・ゆ
り組合わせて43名の園児たちは、のびのび
と身体を動かしました。
（P6に関連記事）
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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

６年ぶりに復活 久之浜漁港まつり

江川章実行委員長の挨拶で「復
興・久之浜漁港まつり」開幕

参加者が一つの輪になって踊っ
た「オットットット久之浜」

80名以上の子どもたちが仮装
して元気にまち歩き
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10月29日、思い思いの格
好に仮装した子どもたちが
町内をパレード。あちらこち
らで、お菓子を準備して子ど
もたちの到着を待ちわびる
人の姿も多く見られました。

あつし

ハロウィンまち歩き
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式典で挨拶をする「浜風きらら」代表取
締役高木重行さん
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浜風きらら建設工事着工

消防職員による実技指導

月 日︑﹁復興・久之浜漁港ま
つり﹂が行われました︒平成 年に
始まり 年続けられた漁港まつり︒
震災で中断していましたが︑今年６
年ぶりの開催となりました︒会場と
なった久之浜漁港は多くの来場者で
賑わいました︒
ステージではおなじみの地元団体
が顔を揃え︑演奏や演舞を披露︒漁
船の体験乗船や漁協婦人部や久之浜
町婦人会などによる鍋料理︑鮭のチ
ャンチャン焼きが無料で振る舞われ
たほか︑様々な屋台が並び︑多くの
人の舌を楽しませました︒
漁協や地域づくり協議会など各団
体による実行委員会が組織され︑ま
さに﹁オール久之浜﹂で臨んだ﹁復
興・久之浜漁港まつり﹂︒復興へ向
けた力強い歩みを︑秋の深まりとと
もに感じる一日となりました︒

10月25日、中町町内会で
県共同募金会助成事業「住
民支え合い活動」が行われま
した。市消防本部での緊急情
報システム等の見学や心肺
蘇生法などを学びました。

久之浜町
内での買い
物︑そして
人々が集う
憩いの場と
して︑多く
の人が期待
を寄せる
﹁浜 風 き ら
ら﹂︒来年３
月末に完成
予定です︒
住民の安心・安全に向けて
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市制50周年記念事業とし
て行われた「いわき50祭」。
13地区のPR物産展に、久之
浜・大久地域づくり協議会
が出店。かしわ餅やジャムな
どを販売しました。

料品店︑飲食店︑雑貨店︑美容
室など７店舗と郵便局が入居
します︒
﹁浜風きらら﹂で新たに飲食
店を開業する予定の新妻篤さ
んは
﹁着工が遅れたけど︑﹃い
よいよ始まる﹄という実感が
沸いてきたね﹂と話していま
した︒

久之浜・大久地区の名産品が
並んだ会場内のテント

未さ
来と
の

「いわき50祭」PR物産展出店

久之浜震災復興土地区画整
理事業区域内の商業街区に新
たに建設される商業施設﹁浜
風きらら﹂
︒ 月３日︑地鎮祭
と 起 工 式 が 行 わ れ ま し た︒食

「浜風きらら」完成予想図
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久之浜・大久ピックアップ
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花いっぱいコンクール表彰式

力いっぱい走る園児たち

全21種目にチャレンジ

表彰式に臨んだ主催者と応募団体の代
表者のみなさん

劇「フラガール」で華麗なフラダン
スを披露した6年生たち

しろ がね

学習発表会と白銀祭が開催
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白岩サロンが最優秀賞に輝き
ました︒

!

11組が金婚を迎える

午前中に行われた合唱コンクール
で、最優秀賞に輝いた3年4組

表彰される渡邊さん夫妻

!

10月19日、四倉地区敬老
会が四倉小体育館で開かれ、
地区の金婚夫婦11組を代
表して、渡邊幸二さん・カネ
子さん夫妻が市表彰を受け
ました。

月 日︑四倉小で学習発表会
が開かれました︒﹁届けよう か
がやく笑顔 起こせ 感動の嵐﹂
のスローガンのもと︑１年生の開
幕劇﹁アイウエオリババ﹂からス
タート︒３年生による四倉町伝統
の笠踊りや︑６年生の劇﹁フラガ
ール﹂などのほか︑町探検の様子
や合奏︑組体操などを各学年ごと
に発表しました︒
月 日︑四倉中で行われた白
銀祭︒午前の部では各クラスごと
に課題曲と自由曲を歌う合唱コン
クールが行われ︑昼休みや放課後
などに練習を重ねてきた成果を披
露しました︒
午後の部では吹奏楽部の演奏を
はじめ︑自主制作映像やダンスの
発表︑海外短期留学の報告などが
ありました︒

たんぽぽ組のフラダンス

未さ
来と
の
10月1日、三宝保育園で運
動会が開かれ、時折小雨が
降る中、園児たちは元気いっ
ぱいにリレーや綱引き、玉入
れなどを行ったほか、組体操
や鼓笛を披露しました。
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雨にも負けずに運動会

県道35号線沿いにある白
岩サロンの花壇

10月2日、四倉第一幼稚
園で運動会が開かれ、園児
たちはかけっこや親子競技
などに臨み、ダンスの発 表
では保護者から大きな声援
と拍手が送られました。

ふ
る
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四倉ピックアップ

月７日︑四倉地区住みよ
いまちづくり推進協議会によ
る︑第４回よつくら花いっぱ
いコンクールの表彰式が︑四
倉支所で行われました︒
花と緑で潤いのあるまちづ
くりを目指して︑街や公園︑
道路沿いなどで花壇などの整
備に取り組んでいる四倉町内
の団体︑企業︑学校などが対
象で︑今年は昨年より２団体
増えて 団体が応募しました︒
８月下旬に︑応募団体の花
の栽培状況や花の配色︑日頃
の緑化活動︑地域への貢献度
などを審査した結果︑今年は
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豊間アカデミー特別授業

21
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若い世代や、地域を離れている住民
も参加した見学会

ゆ う み

最後に行われた発表では、好きな楽 映画「千と千尋の神隠し」では、声優
器を選んで全員で合奏
として参加した玉井夕海さん

薄磯地区は修徳院で実施

豊間小で行われているＰＴＡ主催
の豊間アカデミー特別授業︒﹁とよ
ま言葉の学校﹂と題した今回は︑俳
優で音楽家の玉井夕海さんを講師に
迎え︑９月 ︑ ︑ 日の全３回の
日程で︑県立博物館の協力を受けな
がら︑楽曲を制作しました︒
初回は玉井さんの海にまつわる曲
を聴きながら︑児童たちの自由な発
想で絵を描く授業でした︒２回目は︑
仕上がった絵から連想される言葉を
児童たちが考え︑曲のイメージを話
し合いました︒最後の授業では︑実
際に曲に仕上げていくというユニー
クな内容でした︒
児童たちも初回から夢中になり︑
個性的な作品を描いたり︑活発に曲
のアイデアを出したりと︑とても楽
しい授業となったようです︒

豊間地区は豊間団地集会所で
実施
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ほこら

60

住民同士の会話も弾んだ、区
事務所前での炊き出し

10月20日、豊間地区が豊
間団地集会所で、21日、薄
磯地区が修徳院でそれぞれ
の区役員や行政、UR都市機
構が参加して、新しい町の検
討会議が行われました。
両地区で高台移転に伴い、
町の景観やルールなどにつ
いて話し合われ、豊間地区で
は商業施設、薄磯地区では
公園の名前などについても
議論されました。

へ

薄磯地区復興工事現地見学会

権現様祭り（薄磯地区）

月２日︑薄磯地区の高台
造成地で︑薄磯地区復興工事
現地見学会が開催されました︒
薄磯地区の土地区画整理事業
では︑段階的に仮換地の引き
渡しが行われており︑平成

町づくりの検討会議
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10月10日、薄磯地区の修
徳院で地域に伝わる権現様
祭りを開催。地域住民たちが
参加し、里山と地区内の祠に
お参りをしました。

年５月には︑高台部の宅地引
渡しが予定されています︒今
回の見学会は薄磯区主催で︑
約１００名の参加者に加え︑
豊間体育協会主催のウォーキ
ング大会への参加者︑約 名
も高台を訪れました︒
また︑住民交流会も行われ︑
区の炊き出しや市の担当者や
ファイナンシャルプランナー
による再建に関する支援金な
どの相談も同時に開催されま
した︒

お経を唱えながら里山の急な
坂を登る参加者たち

ふ
る
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平ピックアップ
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港町の魅力満載！
復興と発展を目指して

文化の秋・学習発表会

江名小

スローガン

﹁江名っ子よ
みんなでひとつの星になれ﹂

スローガン

﹁深めようきずな
君も主役だ！発表会﹂

全 校 生での合 唱﹁ 世 界 中の
子どもたちが﹂を皮切りに︑同
小から 名が参加する文化伝
統保存会の伝統芸能﹁三匹獅
子舞﹂も披露されました︒

永崎小

10月
22日

１年生から６年生の劇やダ
ンス︑器 械 体 操 ︑群 読 ︑合 奏 ︑
ボディパーカッションなど多 彩
な演 目が発 表され︑観 客から
は大きな拍手が送られました︒

1年生による劇「おおかみウルの
ともだち」

上手な焼き方を教わる参加者
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10月22日、中之作にある
清航館で開かれた料理教室。
市漁協女性部員を講師に、
参加者15名がサンマのポー
ポー焼きやつみれ汁などを
教わりました。

5年生によるダンス体操のフィナー
レ、
「南中ソーラン」

サンマ料理教室

!!

賑わいをみせたフリーマーケット

未さ
来と
の
け

て

10月1日、運動会が開催さ
れ、団体競技や個人、親子競
技、遊戯が行われました。紅
白リレーでは、真剣な表情で
走る子どもたちに大声援が
送られました。

30

永崎保育所で運動会！
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小名浜ピックアップ

たくさんの人で賑わう大好評のサンマ
焼き体験コーナー
大好評の特製ポーポー焼きを焼く、
江名のおばちゃまのみなさん

10月9日、小名浜港背後
地と市街地を結ぶ市道汐風
竹町通りでフェスタが行われ、
ハンドメイド雑貨のフリーマ
ーケットや電動立ち乗り二輪
車の試乗体験、竹馬遊びな
どで賑わいました。

ふ
る
月 日︑今年で３回目と
なる﹁海あるき町あるき江名
の町再発見﹂が︑江名港周辺
で開催されました︒
会場では︑江名地区の女性
たちが手作りした特製ポーポ
ー焼きや︑サンマの佃煮が販
売されたほか︑サンマ焼き体
験︑各種団体による芸能が披
露されました︒また︑津波被害
に遭った 食 堂の再 生 を 目 指 し
て︑
﹁ 江 名 の お ば ちゃま 食 堂
︵ 仮 称 ︶﹂がプレオープン︒サン
マを 使った オリジナル 定 食 が
食 限 定で販 売されました︒

５

ONAHAMA

小名浜

家族も参加した大玉ころがし

2016汐風竹町フェスタ開催

N A K O S O
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小浜震災復興土地 区 画 整 理 事 業

汐見が丘幼稚園
園舎に戻っての運動会

コース途中の神社でも採取

宅地引渡しを実施

天気にも恵まれ賑やかに行われた、
園庭での運動会

お父さん、お母さんと一緒に、元気
いっぱい頑張る園児たち

９月から開始されました︒
工事期間中は︑同公園の出
入り口と駐車場の一部を規制︒
下流側の駐車場と中央の階段
が使用不可となりますが︑上
流側の出入り口および駐車場
と︑橋下に整備された仮設駐
車場の利用が可能です︒
工事は︑平成 年３月末ま
での完了を予定しています︒

10月30日、岩間町の防災
緑地に植樹するためのドング
リ採取が、同地区および小浜
地区内で行われました。
また、
以前採取したドングリの苗木
の贈呈式も行われました。

け

月末︑震災復興土地区画
整理事業による︑小浜町の宅
地 区画のうち︑３区画が引
渡しとなりました︒なお︑そ
のほかの宅地についても︑造
成が完了し次第︑順次引渡し
が行われる予定です︒
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鮫川河川堤防
工事に関する規制について

町を歩き、ドングリを採取

昨年８月から︑園舎の耐震補強
工事のため︑隣接する汐見が丘小
の校庭に設置された仮園舎に通っ
ていた汐見が丘幼稚園の園児と先
生方︒１年ぶりとなる今年７月︑
工事が完了し︑通い慣れた園舎へ
と戻ってきました︒
また昨年は︑汐見が丘小の校庭
で行われた運動会でしたが︑今年
は 月２日に園庭で実施︒鈴木悦
子副園長は﹁仮園舎での生活は小
学生と交流できるという利点もあ
りましたが︑できなかった事も多
く︑不便もありました︒今は︑い
きいきと園舎で過ごす子どもたち
を見て︑ほっとしています﹂と安
堵した表情で話しました︒

細やかなパッチワーク作品

上流側の出入り口から見た、工事の様子

10月29・30日、勿来地区
市民文化祭文化展が、勿来
体育館で行われました。勿来
地区のサークルによる絵画や
生け花などのほか、双葉町民
の作品も展示されました。

へ

10月23日は小浜町に、24
日は市公営住宅錦団地に、
新潟県小千谷市のNPO法人
おぢや元気プロジェクトのみ
なさんが訪れ、お茶のみ交流
会が開催されました。
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丹精込めた作品の数々

未さ
来と
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住民が笑顔で交流

鮫川河川敷公園付近︵市こ
ども元気センター側︶の河川
堤防約６００ｍ の範囲におい
て︑堤防のかさ上げに伴う盛
土と階段整備の工事が︑今年

錦団地での交流会の様子

ふ
る
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久之浜・
大久

保育所と
会
第一幼稚園で運動

10月１日、久之浜保育所で運動会が開かれました。
子どもたちは多くの声援のなか、
はりきってかけっこや
遊戯に臨みました。10月10日、雨で一日順延となった
久之浜第一幼稚園の運動会が平第一幼稚園で開か
れました。鼓隊入場から始まり、次々と競技が行われ、
園児たちは笑顔いっぱいの一日を過ごしました。

久之浜保育所

久之浜第一幼稚園

障害物もなんのその。めざせ！ 年長さくら組の見事な鼓隊
パレード
ゴールドメダル

平

豊間小学習発表会

10月15日、豊間小で学習発表会が行われました。
1・2年生が協力した開幕の劇や3・4年生の音楽劇
などは、2学年合同で工夫を凝らした構成でした。ま
た、5年生はマット運動やなわとび、跳び箱運動など
を披露し、
６年生は戦後の沖縄を題材にした「さとう
きびの花揺れて」の演劇を熱演。最後に全校児童で
合唱しました。

を PR
東京でいわき

四倉

10月8・9日、NPO法人
よつくらぶによる「よつくら
元気プロジェクト事業」で、
30名の子どもたちが東京
都港区の区民まつりに参
験
分かれて販 売 体
加し、いわきの特産品の 班ごとに
販売体験などをしました。
最後に行われた全学 年による合唱
10月16日、四倉・久之
浜大久地区地域包括支
高齢者を見守ろう
援センターが、四倉町内
で認知症などで道に迷っ
ている高齢者を想定した
声かけ訓練を行い、医師、
区長、住民の方々など約
「さとうきび
6 年 生が 演じた
練 100名が参加しました。 ３・４年生の音楽劇
の花 揺れて」
四 倉 地 区 初の声かけ訓

勿来

町を散策
マップ片手に

10月23日、勿来まちあるき「くぼたんけん」が行わ
れました。今回は、昨年の同イベントをもとに作成した
「まちあるきマップ」を参考に、芝浦工業大生が企画。
参加者は復興公営住宅が整備される勿来町酒井地
区の近隣を散策し、午後には意見交換が行われました。

交流しながらウォーキング

７

気付いた事をマップに記入

小名浜

体操で
ブラジル健康 交流会

10月11日、国内の被災地や老人ホーム、
ブラジル
を中心に活動している歌手の中平マリコさんのライ
ブと、
ブラジル健康表現体操協会のみなさんによる
健康体操が、市公営住宅永崎団地の集会所で行わ
れました。

一緒に体験する参加者

曲に合わせて健康体操

ふるさとPICK UP

お知らせ

震災に関する記録を調査しています

桜が丘高生による防災コーナー

第65号
平成28年11月20日発行

市は、震災の記憶や教訓を後世に継承してい
くことを目的とした「いわき市震災メモリアル事
業」に取り組んでいます。その一環として、いわ
き明星大学震災アーカイブ室がいわき市からの
委託を受け、震災関連資料の所在調査を行って
います。震災関連資料をお持ちで、貸出などで協
力可能な方は、下記の問い合わせ先へ、ご連絡く
ださい。市民のみなさん一人ひとりがお持ちの記
録が、地域の記録を作り上げます。みなさんのご
協力をお願いいたします。
【調査しているもの】
①東日本大震災の被害、災害対応、避難者、被災
者の生活、復旧・復興の過程を示す紙資料（文
書、ビラ、チラシ、ノート、メモ、文集など）
②モノ（災害の痕跡を直接的にとどめている現
物）など。
【問い合わせ】
いわき明星大学震災アーカイブ室
（地域連携室内） ☎070‑2667‑1343

10月1・2日に開催された「いわき50祭〜みん
なでお101誕生日〜」では、いわき駅前タクシー
プールに、学校生活の成果を発表する「高校生チ
ャレンジブース」が設けられ、磐城桜が丘、平商
業、東日本国際大学附属昌平の各校の生徒が参
加しました。このうち磐城桜が丘高のコーナーで
は、家庭クラブの生徒が、高校がある城山地区を
実際に歩いて作成した土砂災害用ハザードマップ
などを配ったほか、市危機管理課から提供され
た備蓄用の飲料水と乾パンを使ったスープや、手
づくりの防災袋などを販売しました。
い わ い

防災に関するクイズも好評 家庭クラブのみなさん

プチ講座

Part.15
なるほど！いわきの歴史コーナー

飛鳥時代の史跡、中田横穴

震災関連の記事を掲載した、久 津波到着の時刻から止まったま
之浜・大久地区の広報紙
まの、豊間中の時計

ふるさと伝言板

第14回大浦ふれあい
ウォーキング大会

住まいと暮らしの
再建相談会

日時／11月27日（日）
日時／12月17日(土)
8：30〜（小雨決行）
①10:00 ②13:00
③15:00 (各90分程度)
場所／大浦小校庭に集合
場所／市文化センター
秋祭り交流会
定員／9組(各時間3組)
日時／11月27日(日)
◆お申し込みは開催日の3日
前まで。
15：00〜17：00
場所／市営住宅
【問い合わせ】市ふるさと再生課
永崎団地集会所
☎0246‑22‑7437
日時／11月28・29日(月・火)
10：00〜14：00
場所／県営住宅下神白団地
・市営住宅永崎団地
各集会所

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

平沼ノ内にある中田横穴は、昭和44年1月に県
道小名浜四倉線の工事中に発見された、日本の装
飾横穴墓のひとつです。発見された遺物や墓室の
形などから、6世紀末に造られたと考えられていま
す。普通の横穴と違い、
アーチ型の天井になってい
る部屋が、手前と奥に2つ連なっているのが特徴で、
後室の壁には赤と白の顔料で三角文様が描かれて
います。
昭和45年5月には国の史跡に指定され、発見さ
れた遺物などは県の重要文化財として、市考古資
料館に展示されています。
10月9日には、震災後初となる一般公開が行わ
れ、300名以上の見学者が訪れました。

入り口からみた後室の壁画
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。

ガラス越しに見学する来場者

※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

