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宮古市収集の有形民俗資料の活用について
平成30年宮古市成人式

捕獲成功！ にっこり笑顔でハイ、ポーズ♪

２月の 表紙
第46回元祖・宮古鮭まつり（宮古
鮭祭実行委主催）は昨年12月17日、
津軽石河川敷で行われ、会場は大勢
の人でにぎわいました。人気イベン
トの「鮭のつかみ捕り」には約200
匹のサケが用意され、胴長を履いた
参加者たちは、逃げるサケを水しぶ
きをものともせず一生懸命追いかけ
ていました。家族で参加した高浜小
３年の山本晴日（はるひ）くんは「今
年で３回目の参加。捕まえたサケは
家で新巻鮭にして、みんなで食べた
あばれないでよ〜
●撮影日 平成29年12月17日㈰ い」と大きなサケを手に満足そうな
●場 所 津軽石河川敷
笑顔をのぞかせていました。

２月の 納期
２月の納期
固定資産税第４期
国民健康保険税第８期

２月の夜間・休日窓口

【夜間】 ○期日＝２月８日㈭・15日㈭・22日㈭
○時間＝午後５時〜８時
【休日】 ○期日＝２月25日㈰
○時間＝午前８時30分〜午後５時
■場所・問い合わせ

市税務課収納係（☎68−9074）

※納税は便利な口座振替をご利用ください
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茂助役の豊間根さん（左）と鞭牛役の冨田さん（中央）

助役の豊間根美海さん︵河南
中 ２ 年 ︶ で す︒
﹁宮古が舞台
のお芝居︒地域の歴史につい
て知るためにも多くの人に観
てほしい﹂と笑顔で話します︒
市民劇は役者や裏方など舞
台づくりに必要な役割の多く
を地域の人々が担う︑市民参
加 型 の 演 劇 で す︒﹁ 岩 手 は 市
民劇が全国で一番盛んな土
地﹂と演出の坂田裕一さんは
胸を張ります︒岩手では昭和
年から現在まで続く遠野市
の﹁ 遠 野 物 語 フ ァ ン タ ジ ー﹂
をはじめ︑土地にまつわる歴
史や民話︑現在まちで暮らす
人々を題材に︑郷土色豊かな
舞台がこれまで数多く生み出
されてきました︒宮古市でも
今回の公演に向け出演者とス
タッフ︑総勢１３０人が力を
合 わ せ ま す︒
﹁演劇は一人で
は創れない︒だからいいんで
す﹂と坂田さん︒それぞれの
挑戦が花ひらく舞台︑まもな
く開演です︒

脇を固める役者の演技も見所のひとつです！

ホームページ︵
http://iwatearts-miyako.jp/event_
︶
category/event_main/
をご確認ください

第１回みやこ市民劇
「拓け、いのちの道を
〜鞭牛和尚の挑戦〜」
●日時＝２月 日㈰・ 日㈪
／午後１時開場︑１時 分開
演●場所・問い合わせ＝市民
文化会館︵☎２５１１）※
チ ケ ッ ト な ど 詳 細 は、 同 館

30 12

笑 い あ り 涙 あ り ︱ 。公 演 に 向 け 稽 古 も 佳 境 に
音楽隊の演奏が舞台を盛り 三陸地方の道づくりに生涯を
上げる本市初の市民劇﹁拓け︑ 捧げた鞭牛和尚の後半生を描
いのちの道を〜鞭牛和尚の挑 きます︒原作は岡本文良さん
戦〜﹂が２月 日︑ 日に市 の﹁ み ち の く の 聖 僧 ﹂
︒盛岡
民 文 化 会 館 で 上 演 さ れ ま す︒ 市在住の道又力さんが脚本を
公演を目前に控え︑稽古場は 手掛けました︒
熱気に包まれています︒
鞭牛と共に開削に精を出す
物語の舞台は︑今からおよ 孤児の茂助とお松︒さまざま
そ３００年前︒和井内村︵現 な困難と向き合いながら懸命
在の宮古市和井内︶に生まれ︑ に 生 き る 人 々 が︑ 物 語 を 少
しずつ前へと進め
ます︒鞭牛を演じ
る冨田淳治さんは
東京都出身で復興
支援のため昨年４
月に宮古に来たば
かりですが︑鞭牛
和尚の物語とセリ
フの重さをかみし
め﹁この役に出会
えて本当に良かっ
た﹂と充実感をに
じませます︒はつ
らつとした演技で
村人の持つ希望を
体現するのは︑茂
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CLOSE UP

2月のクローズアップ

市民参加による手づくりの舞台
第１回みやこ市民劇

「拓け、いのちの道を〜鞭牛和尚の挑戦〜」
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市営住宅・定住化促進住宅・
災害公営住宅への入居者を募集します

■募集する団地
住宅名

２ＤＫ ３ＤＫ ２ＬＤＫ

山口

市営住宅

１

１

西ヶ丘

１

日の出

２

舘合

１

和美（茂市）

１

①住宅に困窮していること

②同居または同居しようとする親族があること
③収入基準に適合していること

※２DKには単身者も入居可能ですが、入居に

１

川井
定住化
促進住宅

ひかげ
（茂市）
田老三王

災害公営
住宅

１
２

港町

１

山口

１

本町

１

赤前

１

津軽石

１

対しての要件があります

同居または同居しようとする親族があること

１

崎山

申し込み資格

東日本大震災で被災し、次の条件を満たす世帯。
①居住していた住宅が被災し、り災判定が全壊
または大規模半壊であり、その住宅が滅失して
いること
②仮設住宅（みなし仮設住宅含む）や避難先に
居住し、現に居住できる住宅に困窮しているこ
と
※２DKの部屋には単身者も入居可能です

※応募者の多い団地は抽選を行います

■募集期間 ２月１日㈭〜 日
㈭︵午前８時 分〜午後５時
分︶※土・日・祝日は除く
■申し込み方法 申込用紙に必
要書類を添付して︑持参または
郵送で申し込んでください︒
※郵送の場合は期間内必着で送
付してください
※申込用紙や﹁入居申し込みの
しおり﹂などの詳しい資料は市
建築住宅課︑各総合事務所︑各
出張所および市営住宅管理セン
ターで配布します︒住宅の位置
や間取りなども確認できます
■申し込み 市営住宅管理セン
ター︵〒０２７・００８２向町
３の ︑☎ ５６００︶

14


山口災害公営住宅の外観

《東日本大震災》
基礎支援金・加算支援金

申請期限が 延長 になりました

未申請の方は早めに手続きをしてくだ
さい。なお基礎支援金の手続きには、り
災証明書が必要です。詳しくは問い合わ
せてください。
■延長後の申請期限

30

15

15

「宮古市防災ラジオ」を
販売します！
宮古市の発令する災害関連などの緊急情報が
自動的に受信・放送される「宮古市防災ラジオ」
を希望する人に販売します。詳しくは本号広報
折り込みのチラシをご覧ください。
■購入申込受付期間 ２月１日㈭～３月15日㈭
■価格（税込） 7380円（田老地区用は7710円）
■問い合わせ 市危機管理課防災係（☎68−9111）

▶基礎支援金・加算支援金
＝ 平成31年４月10日まで
■対象 全壊・大規模半壊の世帯
■申請先・問い合わせ 市福祉課生活福
祉係（市役所３階、☎68−9083）

宮古市防災ラジオ（右が田老地区用）
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佐羽根駅

（黒森の鼓動）

山口団地駅

磯鶏駅

宮古駅

津軽石駅

織笠駅

岩手船越駅

大槌駅

鵜住居駅

釜石駅

両石駅

広

■注意事項
▽応募に係る費用は応募者の負担と
します
▽応募作品は返却しません
▽応募作品は応募者本人が発案した
未発表のもので﹆第三者の権利を侵
害しないもの﹆および公序良俗に反
しないものに限ります
▽採用作品の著作権は三陸鉄道に帰
属します
■応募先 三陸鉄道㈱旅客サービス
部﹁ 三 陸 鉄 道 駅 愛 称 募 集 係 ﹂︵ 〒 ０
２７・００７６栄町４﹆ ２６１
︶
１﹆
rias@sanrikutetsudou.com
■ 問い合 わせ 三陸鉄道 ㈱︵☎８
９００︶

浪板海岸駅

h

（鉄と魚の町）

C

吉里吉里駅

20

陸中山田駅

釜石間が三陸鉄道に移管

払川駅
【新設】

ＪＲ山田線 宮 古

豊間根駅

駅の愛称を公募します

（神楽の里）

31

新田老駅【新設】
（銀色のしぶき）

【平成 年度開業新駅】
新田老駅
■応募期限 ２月 日㈫︵必着︶
■ 応 募 方 法 応 募 作 品︵ ＝ 愛 称 ︶・
郵便番号・住所・氏名・年齢・電話
番号を明記し﹆官製はがき﹆ファク
ス﹆電子メールのいずれかで応募
※１作品 文字以内
※１通につき 駅それぞれ１作品ま
で応募可能
※１駅のみの応募も可能
■発表方法 各駅入選１作品を選考
し﹆３月下旬に応募者本人宛てに通
知するとともに﹆三陸鉄道のホーム
ページなどで発表します。
※４月に表彰式を行う予定

2018.2.1 報
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八木沢・宮古短大駅【新設】
（リアスの港）

−

田老駅

31

…既に愛称がある駅
（）内は愛称
（旅の八郎）

新しく三陸鉄道に仲間入りする駅も
皆さんからいつまでも愛される駅と
なるように﹆愛称を募集します。
■募集する駅（左図参照）
【山田線からの移管区間】
磯鶏駅﹆八木沢・宮古短大駅﹆津
軽石駅﹆払川駅﹆豊間根駅﹆陸中山
田駅﹆織笠駅﹆岩手船越駅﹆浪板海
岸駅﹆吉里吉里駅﹆大槌駅﹆鵜住居
駅﹆両石駅

一の渡駅

−

三陸鉄道の全ての駅には﹆駅名の
他に愛称が付いていることを皆さん
はご存じですか。例えば﹆宮古駅に
は
﹁リアスの港﹂
﹆
山口団地駅には
﹁黒
森の鼓動﹂
﹆
釜石駅には
﹁鉄と魚の町﹂
という愛称が付いています。
平成 年３月にはＪＲ東日本から
三陸鉄道へ山田線宮古 釜石間が移
管となります。また﹆平成 年度に
は﹁新田老駅﹂が開業する予定です。

（うぐいすの小径）

14
…愛称を募集する駅

摂待駅

31

10

14

市営建設工事の発注状況をお知らせします

昨年12月に着手した建設工事について、お知らせし
ます。工事の入札・契約の状況は、市のホームページ
（Bhttp://www.city.miyako.iwate.jp/index/jigyosya/

sieikensetukouji̲kekka.html）でも公表して
います。
■問い合わせ 市契約検査課（☎689070）

工事名
刈屋地区排水路整備工事

場所
工事期間
刈屋第14地割 H29.12.1 〜 H30.3.7

宿漁港海岸（23災639号）防潮堤機器操作室工事

崎山第４地割 H29.12.8 〜 H30.3.25

金浜農漁村センター太陽光発電設備設置工事

田老小堀内、 H29.12.8 〜 H30.3.22
摂待
金浜第１地割 H29.12.8 〜 H30.3.7

田老地区津波避難誘導標識設置工事（その２）

田老字乙部

グリーンピア三陸みやこ受変電設備改修工事
金浜地区高台団地法面補修工事

契約金額(円)

請負者
5,454,000 ㈱佐々木建設

11,761,200 ㈲関建設

8,262,000 小山田電業㈱

10,152,000 東海電業㈱

金浜第１地割 H29.12.8 〜 H30.3.15

広域総合交流促進施設冷凍冷蔵庫入替工事

5,497,200 ヤマキ総業㈱

H29.12.22 〜 H30.3.10

臨港通

7,419,600 ㈱イクスル

H29.12.22 〜 H30.3.6

上水道災害復旧（県道重茂半島線他）配水管布設
工事
23災641号堀内地区防潮堤機器操作室工事
平成 年台風 号災害復旧工事

23災641号小堀内地区防潮堤機器操作室工事

生涯学習課

11,080,800 ㈲崎尾工務店

水産課

58,071,600 ㈱西沢鉄建

建設課

16,848,000 ㈱小成良治商店 経営課

赤前第15地割 H29.12.28 〜 H30.3.25
赤前第14地割 H29.12.28 〜 H30.3.25

10,238,400 ㈲崎尾工務店

H29.12.19 〜 H30.7.24

28災1303号茂市橋災害復旧工事

茂市

林道平沢線１号箇所外３箇所災害復旧工事

和井内

H29.12.19 〜 H30.3.25

林道伊佐内線１号箇所外２箇所災害復旧工事 和井内

H29.12.19 〜 H30.3.25

76,658,400 アート工業㈱

H29.12.7 〜 H30.3.12

9,644,400 ㈱西沢鉄建

林道岩突張線１号箇所外７箇所災害復旧工事 夏屋ほか

林道川目線１号箇所外１箇所災害復旧工事

片巣

農地等災害復旧事業片巣(2)地区ほか１工事
（H28災4441、42）

H29.12.19 〜 H30.3.25

107,352,000 刈屋建設㈱

建設課

H29.12.19 〜 H30.3.25

82,317,600 ㈱菊地建設

建設課

48,176,640 長沢産業㈱

建設課

建設課

建設課

コンビニで住民票の
取得もできる

マイナンバーカード

既にマイナンバーカードを取

得して活用されている人もいま

す が﹆
﹁マイナンバーカードの

戸籍謄本﹆戸籍抄本﹆戸籍の附

取得は必要になってからでいい

票などを取得することができま

があれば﹆市内・市外のコンビ

ここでは﹆マイナンバーカー

す︵ただし﹆取得可能な時間に

ニエンスストアで住民票﹆印鑑

ドで何ができるか﹆交付申請に

限りがあります︶
。

さ…﹂と手続きを後回しにして

必要な物﹆交付申請の手続きか

◆マイナンバーカードの申請方

いる人も﹆少なくないのではな

ら受け取りまでの流れなどをい

交付申請書に顔写真を貼って

登録証明書﹆所得・課税証明書﹆

ま一度おさらいしてみます。

法と受け取り方法は？

10

いでしょうか。

◆マイナンバーカードとは

とうかん

送付用封筒に入れて郵便ポスト

27

建設課

建設課

38,880,000 三好建設㈱

平成 年 月﹆各世帯に郵送
で﹆マイナンバーが通知されま

へ投函してください︵スマート
フォンやパソコンから申請する

した。封書に入っていたのは
﹁通

知カード﹂というもので﹆世帯

申請後﹆約１カ月で﹆市役所

から交付通知書が届きます。必

方法もあります︶
。

要な書類などを持参して﹆市役

の全員分が届けられたのを覚え

これに対して﹆
﹁マイナンバー

ているでしょうか。

カード﹂とは﹆顔写真が表示さ

所の窓口で受け取ります。

なお﹆交付申請書と送付用封

れ﹆住所﹆氏名﹆生年月日﹆性

た 封 書 に 同 封 さ れ て い ま す が﹆

筒は﹆
﹁通知カード﹂が入ってき

別が記載された﹆プラスチック

製のカードです。本人の申請に

紛失してしまった場合は﹆市総

よってはじめて手にすることが

できるものです。

市総合窓口課市

)

合窓口課にご相談ください。

■問い合わせ

民窓口係︵☎９０７７

http://www.city.miyako.

iwate.jp/index/shimin/

mynumber_2.html

◆マイナンバーカードで何がで

きるの？

マイナンバーカードは本人確

認の際に身分証明書として利用

できます。

今では﹆マイナンバーカード

B

建設課

11,772,000 ㈱佐々木建設

H29.12.19 〜 H30.3.25

長沢

水産課

H29.12.19 〜 H30.11.10 107,676,000 大坂建設㈱
H29.12.19 〜 H30.3.25

和井内

都市計画課

危機管理課

11,934,000 角登設備㈲

小国

林道鼠入線６号箇所外３箇所災害復旧工事

10

赤前第４地割 H29.12.28 〜 H30.3.15

川井

農林課

30,024,000 ㈱キクチ工務店 生涯学習課

赤前第15地割 H29.12.28 〜 H30.5.26

28災747号湯沢川外４件災害復旧工事

28災1241号深戸線外１件災害復旧工事

28

企画課

4,752,000 ㈱第一水道設備 観光港湾課

堀内地区センター災害復旧（建築・電気設備）工事 赤前第15地割 H29.12.28 〜 H30.5.26
堀内地区センター災害復旧（機械設備）工事

工事担当課
新里総合事
務所
水産課

昨年12月、マイナンバーカード取
得促進キャンペーンを市内で実施
広
報
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各 種 無 料 相談

〜一人で悩まずに〜

２月の無料相談会の日程です。気軽にご利用ください。
相

談

日

２月の各種無料相談（☆は要予約）

☆弁護士相談

人権
相談

行政
相談

時

毎週木曜日／午前10時〜午後３時
追加日程
17日㈯午前10時〜午後４時

宮古 毎週水曜日／午前10時〜午後４時
田老

５日㈪午後６時〜８時
※行政相談と同時開催

市市民相談室（市役所１階、☎689081）
盛岡地方法務局宮古支
局（小山田）
盛岡地方法務局宮古支局（☎
622337）
青野滝地区集会施設

５日㈪午後６時〜８時
※人権相談と同時開催
田老

青野滝地区集会施設

14日㈬午後１時30分〜３時30分

公証人相談
（遺言相談）

20日㈫午前９時〜正午

☆岩手県交通事故
20日㈫午後１時〜３時
相談

相続登記手続きに関する「無料相談」
岩手県司法書士会では毎年２月を「相続登
記はお済みですか月間」とし、相続登記手続
きに関する無料相談を実施しています。
◎特設無料相談所（事前予約は不要）
■期日 ２月中の毎週金曜日
■時間 午前10時〜正午
■場所 岩手県司法書士会館（盛岡市本町通
二丁目12の18）
◎県内司法書士事務所における無料相談
■期間 ２月１日㈭〜28日㈬（土・日・祝日・
振替休日は除く） ※要予約
■場所 県内各地に所在する個々の司法書士
事務所（近くの司法書士事務所が不明の場合
は岩手県司法書士会に問い合わせてください）
◎無料電話相談
■期間 ２月１日㈭〜28日㈬（土・日・祝日・
振替休日は除く）
■時間 午前10時〜午後１時
■相談受け付け電話番号（通話料も無料）
☎０１２０−８２３−８１５
◎問い合わせ 岩手県司法書士会（☎ 019622
3372）

広
報

予約・問い合わせ

市市民相談室（市役所１階、☎689081）

☆新里 19日㈪午前９時30分〜11時30分

2018.2.1

所

宮古 13日㈫午前９時〜正午

☆震災で失った住
宅などのローン返 ６日㈫午前10時〜午後３時
済の相談会

❼

場

田老総合事務所（☎872111）

田老総合事務所

新里総合事務所（☎722111）

新里福祉センター

宮古公証役場（陸中ビル２階、☎634431）
※希望日があれば連絡してください

市市民相談室消費生活センター
（市役所１階、☎689081）
宮古市役所

（一社）個人版私的整理ガイ
ドライン運営委員会（☎0120
380883）

行政書士記念日事業

「暮らしと事業の電話無料相談会」
２月22日の「行政書士記念日」にちなんだ、相続・遺言、
各種許認可申請など、毎日の暮らしや事業に必要な手続き
に関しての、電話による無料相談会です。
■日時 ２月22日㈭午前10時〜午後３時
■相談受け付け電話番号 ☎０１９−６２３−１５５５
（相談料は無料ですが、通話料は自己負担となります）
■問い合わせ 岩手県行政書士会（☎0196231555）

《東日本大震災・平成28年台風10号の被災者対象》

住宅再建のための「住まいの相談会」
行政機関、住宅金融支援機構、建築士、弁護士、住まい
の復興給付金事務局が相談に応じます。事前申し込み不要。
■日時 ２月17日㈯午前10時〜午後０時30分
■場所 市役所６階大ホール
■対象 東日本大震災または平成28年台風10号で被災後、
住まいの再建を検討されている方
■内容 住宅（自宅）の再建に関する無料相談、写真返却
■問い合わせ 市生活課被災者支援室（☎ 689109）

康プラザ

健康相談日程

宮古保健所から

血圧測定、尿検査、個別相談などを行います。気軽にお越しください。
■問い合わせ 各保健センター
地
期日
域

時間

場

所

講座など

宮 2/13 13:00 宮古保健セン
▶講話「お口の健康について」
古 ㈫ 〜14:00 ター
2/9 13:30 大平地区消防
▶介護予防体操
田 ㈮ 〜15:00 屯所
老 2/15 10:00 田老保健セン ▶体組成計による筋肉量、脂肪量などの
計測（※） ▶講話「脳卒中予防について」
㈭ 〜11:00 ター
2/13 13:30
片巣集会所
㈫ 〜15:00

▶具だくさん適塩みそ汁の飲食ほか
▶講話「脳卒中予防について」

川 2/19 13:30 古田コミュニ ▶具だくさん適塩みそ汁の飲食ほか
井 ㈪ 〜15:00 ティセンター ▶講話「脳卒中予防について」
2/20 10:00
川内集会所
㈫ 〜11:30

▶郷土食づくり

（※）素足になれる服装でお越しください。ペースメーカー埋め込みの人は使用
できません

２月の休日急患診療所・祝日当番歯科医療機関の診療日
●休日急患診療所
お薬手帳を持っている人は持参してください。感染防
止のため、マスクを着用しての来院にご協力ください。
■診療日／受付時間 ２月の毎週日曜日と２月12日㈪／
午前９時～午後５時
■診療科目 内科、外科
■場所・問い合わせ 休日急患診療所（西町一丁目６の２、☎64−0113）
●祝日当番歯科医療機関
救急患者を対象に歯科診療をします。事前に電話を入れてから来院し
てください。
■診療日／受付時間 ２月12日㈪／午前９時～午後３時
■当番歯科医療機関 久保歯科医院（鍬ヶ崎上町２の24、☎63−0648）

献血にご協力を 〜１月・２月は「はたちの献血」キャンペーン期間〜
400㍉㍑献血のみの実施です。ご協力いただいた血液は、県内の医療機
関で医療に役立てられます。冬期は風邪など体調を崩す人が多いため、
献血をする人が少ない時期です。皆さまのご協力をお願いします。
■献血できる人 体重50㌔以上の、17歳から69歳までの男性と、18歳か
ら69歳までの女性 ※65歳以上は、60歳から64歳までに献血経験がある
人に限る
■問い合わせ 市生活課協働安全係（☎68−9080）
■献血車運行日
期 日
時 間
場 所
2/12 ㈪

10:45〜12:30、
14:00〜16:30

マリンコープDORA

HEALTH

健

宮古保健センター（市民総合体育館駐車場内、☎64－0111）／田老保健セ
ンター（☎87－2975）／新里保健センター（☎72－3500）／川井保健セン
ター（☎76－2036）／宮古保健所（☎64－2218）／こども救急相談電話（午
後７時〜11時、☎019－605－9000、携帯電話からは♯8000）

●エイズ即日、肝炎ウイルス、性
器クラミジア、梅毒の各検査
（原則毎月第２火曜日）
エイズなどに関する検査は、匿
名で受けられます。エイズ即日検
査は採血後30分で結果を通知しま
す。肝炎ウイルス、性器クラミジ
ア、梅毒の各検査は10日後以降に
結果を通知します。
■日時 ２月13日㈫午後４時〜６
時30分 ※前日までに要予約
■場所 宮古保健所
●骨髄バンク登録
（原則毎月第２火曜日）
■日時 ２月13日㈫午後１時〜２
時 ※前日までに要予約（予約時
に登録要件を満たすかどうかを確
認するための聴き取りをします）
■場所 宮古保健所
●わかち合いの会・宮古
家族や親族などを自死で亡くさ
れた人たちが集い、語り合い、お
互いを支え合う場です。
■日時 ３月４日㈰午後１時30分
〜２時45分 ※４日前までに要予約
■場所 宮古地区合同庁舎
●精神保健相談
引きこもりやうつ状態、不眠や
不安、物忘れなどの悩みに、専門
の医師が応じます。
■日時 ２月27日㈫午後１時30分
※23日㈮までに要予約
■場所 宮古保健所
●酒害相談（原則毎月第３水曜日）

酒害相談員（袰地允穂・岩手県
断酒連合会長）が自分自身の経験
を基に、アルコール問題で悩んで
いる人やその家族の相談に応じま
す。今月は第２水曜日に実施。
■日時 ２月14日㈬午後１時〜２
時30分 ※前日までに要予約
■場所 岩泉町保健センター
＜共通＞
■申し込み

宮古保健所

広広
報報
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HEALTH

か ら だ

母子健康手帳の交付・妊婦教室

美尻、痩せ身体をつくる
バランスボールヨガ
■期日 ２月21日㈬・28日㈬、
３月７日㈬・14日㈬（全４回）
■時間 午前10時〜 11時30分
■場所 田老公民館
■内容 リズムに合わせ、バラ
ンスボールを使ったヨガ体操を
行います
■講師 山下和美氏（Kazumi
Studio代表）
■参加料 無料
■定員 10 人
■持ち物 バランスボール（持
ち込み可能な人）、タオル、飲
み物
■申込期限 ２月15日㈭
■申し込み 田老公民館（☎87
2976）

医療機関から妊娠届出書をもらったら、妊娠11週までに母子健康手帳
の交付を受けましょう。交付日には、講話や妊産婦医療費受給者証の手
続きも併せて行います。都合の悪い人は問い合わせてください。
■交付日 ２月２日㈮、９日㈮、16日㈮、23日㈮
■時間 午前９時30分～ 10時45分（受け付けは９時45分まで）
■場所・問い合わせ 宮古保健センター

初孫準備講座 〜ステキなおじいちゃん、おばぁちゃん教室〜
『初孫が生まれるけど、今の子育てはどうなの？自分がしていた頃と
は何か違うの…？』という素朴な疑問に答えます。祖父母デビューの前
に、自分も楽しめて周囲もハッピーにする祖父母になるコツを一緒に学
んでみませんか？
■日時 ２月８日㈭午後１時30分～３時
■場所 宮古保健センター
■対象 これから孫をもつ予定の祖父母
■内容 助産師による講話、ベビーグッズ体験会など
■申し込み方法 電話またはファクスで申し込み
■申込期限 ２月５日㈪
■申し込み 宮古保健センター（☎64−0111、h64−5464）

認知症介護家族のつどい
認知症の人を介護している家族が、お互いの経験を話し、同じ思いや
悩みを共有する場です。
介護に関する相談には市保健師などが応じます。
ひとりで悩まず、気軽にご参加ください。
■日時 ２月16日㈮午前10時15分～ 11時30分
■場所 マリンコープDORA ２階和室
■対象 認知症の人を介護している家族
■問い合わせ 市介護保険課いきいきライフ推進室（☎68−9126）

認知症を理解するための市民講座
～認知症を知り、地域みんなで支えよう～

家族や地域の人が認知症だと気づいた時、
どう対応したらよいのか？ そんな思いをみ
んなで一緒に考える講座です。
■日時 ２月18日㈰午後２時〜４時（１時30
分開場）
■場所 山口公民館多目的ホール
※駐車場に限りがあります。できるだけ乗り
合いで来場していただくか、山口病院第２駐
車場を利用してください
■内容
【第１部】講演＝「認知症かな？と思ったら」
〜病院へのかかり方のポイントと薬のお話〜

❾
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／講師＝及川 暁氏（宮古山口病院 院長・地
域型認知症疾患医療センター センター長）
【第２部】①行政報告＝市における認知症の
取り組みについて、②寸劇＝「こんなときど
うする？」〜認知症への対応の仕方・正しく
知ってみんなで支えよう〜
■定員 150人
■申し込み方法 電話またはファクスで住
所、氏名、参加人数をお知らせください
■申込期限 ２月15日㈭
■申し込み 市介護保険
課いきいきライフ推進室
（☎689126、f62−7422）

子育て情報

妊娠中の人や赤ちゃん・子ども向けの催しなど
子育てに関する情報を紹介するページです

BABIES & CHILDREN'S ROOM

宮古地区地域子育て支援センター「にこにこルームみやこ」 （小山田保育所内、☎620884）
●開設日＝毎週月〜金曜日 ●開設時間＝午前９時〜正午、午後１時〜３時
※２階で受け付け後に利用のこと。午前のみ園庭・ホールの利用可
対象年齢（歳）
０ １ ２ ３４５ ６
● ● ● ●● ● ●
キッズ田老
１日㈭10:00〜11:00 田老公民館
● ● ●● ● ●
ぽかぽかランド（注１）15日㈭10:00〜11:00 山口公民館
手遊び、ふれあい遊び、
★
赤ちゃんサロン
27日㈫10:00〜11:00 フラットピアみやこ 手作りおもちゃなど
● ● ● ●● ● ●
まなびぃキッズ
28日㈬10:30〜11:30 玄翁館
(注１)＝「ぽかぽかランド」は上履きと飲み物のご用意を ★＝「赤ちゃんサロン」は生後３カ月から12カ月までが対象
催し名

日時

場所

内容

つどいの広場「すくすくランド」 （キャトル宮古５階、☎638061）
●開設日＝毎日 ●開設時間＝午前10時〜午後６時
催し名

期日

ぞうさんのミミの会「絵本の読み聞かせ」 ２日㈮・16日㈮
赤ちゃんのつどい「ふれあいあそび」「ベ
７日㈬
ビーマッサージ(注２)」
ハッピー☆バレンタイン「バレンタイン制作」
13日㈫
親子ふれあい遊び「リズムあそび」
22日㈭
ばあばの読み聞かせ会
「絵本の読み聞かせ」
22日㈭
わいわいタイム「スタンプあそび」
27日㈫

時間

場所

11:15〜11:30

対象年齢（歳）
０ １ ２ ３４５ ６
● ● ● ●● ● ●

★
すくすくランド
●
10:30〜11:30
(キャトル宮古５階)
10:45〜
●
11:20〜
●
10:30〜11:30
11:00〜11:45

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

(注２)＝講師はベビーマッサージ教室「てってのね」代表・斉藤とも絵氏
★＝「赤ちゃんのつどい」は生後３カ月から11カ月までの子どもとその保護者が対象

つどいの広場「ひよこクラブ」 （認定こども園宮古ひかり内、☎626845）
●開設日＝毎週月〜土曜日
催し名

●開設時間＝午前９時〜午後２時

日時

親子で体操２
(注３)
おひな様制作

場所

内容

対象年齢（歳）
０ １ ２ ３４５ ６

親子で楽しく体を動かす
５日㈪11:30〜12:00 ひよこクラブ
講師：キッズスポーツ 水本誠氏
● ● ●● ● ●
（宮古ひかり） 参加料：無料
顔を描いたり貼ったりしておひな様を作る ● ● ● ● ● ● ●
22日㈭９:00〜14:00

(注３)「親子で体操２」に参加を希望する人は事前に申し込んでください。定員は先着10組まで。飲み物、着替え、バス
タオル１枚のご用意を

つどいの広場「のびっこクラブ」（そけい幼稚園内、☎628678）※対象は未就学児とその保護者。全て事前申し込み不要
●開設日＝毎週月・水・土曜日 ●開設時間＝午前９時〜正午、午後１時〜３時（土曜日は午前９時〜午後２時）
催し名

日時

雪だるまの飾りを作ろう！！

７日㈬11:00〜

２月生まれの誕生会

場所

内容

対象年齢（歳）
０ １ ２ ３４５ ６

のびっこ みんなでかわいい雪だるまの飾り ● ● ● ● ● ● ●
クラブ 作り
（そけい
● ● ● ●● ● ●
19日㈪10:30〜 幼稚園） ２月生まれのお友達をお祝い

※上履きと飲み物のご用意を
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ゆ き と

せ

さ く と

前川幸永ちゃん

鈴木咲人ちゃん

今月で１歳です

今月で１歳です

あ

な

阿部世奈ちゃん

食欲と態度の大きさはピ あっという間に1歳ね‼︎ これからもかわい
カイチ！ これからもニコ い笑顔をたくさん見せてね。いつも可愛
ニコして、まわりを笑顔 がってくれる皆さんありがとうございます。
にしてね}
（家族） これからもよろしくお願いします‼︎（家族）


こ は る

HAPPY
BIRTHDAY

今月で１歳です

せなちゃん、
１歳おめで
とう!! 元気にのびのびと
育ってね！ お兄ちゃんと
仲良く♡♡ 
（家族）

こ

大越心遥ちゃん

戸村彩琥ちゃん

今月で１歳です

今月で１歳です

今月で１歳です

しゅう か

今月で２歳です

〜小さなボランティアで子どもたちに笑顔を〜
■期日 ３月２日㈮
■場所 崎山公民館（崎山貝塚縄文の森ミュージアム内）
■時間／内容／講師
子育て支援情報をモバイルメールで配信中（毎月 日）

10:40〜11:40 読み聞かせの手法

講師
嶋田ひろ子氏（絵本専門士）
田老かもめおはなし会

大船渡読み聞かせボランティ
12:30〜13:30 活動を広めるために アＮＰＯ法人「おはなしころ
りん」
県立図書館職員
13:30〜14:30 選書について
本の補修
（定員40人）県立図書館・市立図書館職員
14:30〜16:00
16:00〜16:10 閉会

■参加料 無料
■申し込み方法 電話またはファクスで申し込み（一部のみの
参加も可能）
■申込期限 ２月20日㈫
■申し込み 市生涯学習課社会教育係（☎689119、f723282）

25
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今月で２歳です

お誕生日おめでとう♡ せな
ちゃんスマイルでみんな幸
せ！ たくさん笑って大きく
なぁれ♡ 
（家族）

いち か

浅虫一華ちゃん
今月で２歳です

我が家のアイドルいっちゃん。２才おめでと
う！ お話が上手になったね♪ いつもみんな
を笑顔にしてくれてありがとう 家族みん
ないっちゃんが大好きだよ♥（家族みんな）


郵送の場合は、〒027−8501（住所不要）宮古市役所「広
報みやこ」係へ。メールの場合は「Cinfo@city.miyako.iwate.
jp」までお送りください。数日たっても受信確認のメールが
届かない場合は連絡してください。
３月生まれの子どもの写真は、２月７日㈬必着でお願いし
ます。

宮古市読書ボランティア研修会

内容

匠海くんお誕生日おめで
とう♡ これからも楽し
いこといっぱい見つけて
元気に遊ぼうね！
（家族）

鈴木惺奈ちゃん

２歳おめでとう！ 泣いて
笑って大きくなってネ！
お兄ちゃんをあまり泣か
せないでネ！  （家族）

写真に、子どもの名前・ふりがな・生年月日・郵便番号・
住所・電話番号・メッセージ（40字程度）を書いたメモを添
えて、市企画課（市役所４階）にお届けください。

時間

今月で１歳です

いつも元気いっぱいのわかちゃん、
可愛い笑顔にみんな癒されてるよ♥
食べて、遊んで、たくさん笑って大き
くなぁれ！ １歳おめでとう♪ （家族）


対象年齢は２歳以下。応募者多数の場合は、初掲載の
子どもを優先します。

9:50〜10:00 開会
10:00〜10:40 読み聞かせとは

たく み

最上匠海ちゃん

舘洞柊花ちゃん

初めてのお誕生日おめで いつも元気いっぱいの彩琥
とう♪ いっぱい笑って、 お誕生日おめでとう！ これ
元気にのびのびと育って からもたくさん成長してい
ね} ！ 
（家族） こうね☆ 
（家族）

応募
方法

わ か な

三上羽奏ちゃん

自分時間講座

〜体幹を鍛えるエアロビクス〜
■期日 ２月21日㈬・
28日㈬、３月７日㈬
（全３回）
■時間 午前10時30
分〜正午
■場所 山口公民館
■内容 体幹トレー
ニングを取り入れた
エアロビクス
■講師 沢田紀美子氏（スポーツインス
トラクター）
■定員 12人 ※育児中の保護者優先
■参加料 300円（保険料・飲み物代）
■用意する物 ヨガマットまたはバスタ
オル、上履き
■託児 申込時に要相談のこと
■申込受付期間 ２月１日㈭〜９日㈮
■申し込み 千徳公民館（☎635402）

市立図書館（☎62−2414）田老分室（☎87−2976）新里分室（☎72−2019）川井分室（☎76−2167）

市立図書館
特集：
「知って得する “お金” の
はなし」
『家計を元気にする税金活用術』
湊 義和

著

【特集】作ってみよう♡かんたん
スイーツ
簡単にお菓子作りができる本を
紹介します。
◇おはなし会
日時＝２月17日㈯午前11時
内容＝絵本・紙芝居の読み聞かせ
※こども映画会はありません

新里分室（新里生涯学習センター内）
【特集】すてきな贈り物
ラッピングなどの本を紹介します。
◇おはなし会
日時＝２月28日㈬午前10時30分
内容＝絵本・紙芝居の読み聞かせ

川井分室（北上山地民俗資料館内）

14:20〜14:35

平津戸

9:30〜 9:40

松草氏宅前

9:50〜10:00

門馬出張所

10:05〜10:20

野崎商店前

10:25〜10:35

区界団地住宅

10:40〜10:50

ウォーキングセンター
大倉氏宅前

14日㈬

「道の駅」
区界高原

10:55〜11:05
11:10〜11:30
11:35〜12:00

川井中学校

13:10〜13:40

特産品加工施設

13:50〜14:00

やまびこ産直館

14:10〜14:20

川内出張所

14:30〜14:40

川井小学校

13:05〜13:40

箱石駅前
好心寺前

15日㈭

ユーニット

13:55〜14:05
14:10〜14:20
14:35〜14:45

江繫団地住宅
川井・江繫・小国

【特集】雪の絵本
暖かいお部屋で読んでほしい絵
本を紹介します。
◇こども映画会
日時＝２月４日㈰午前11時
内容＝「ふるさと再生 日本の昔
ばなし 笠地蔵／塩ふき臼／大年
の客」
（20分）
◇おはなし会
日時＝２月４日㈰映画会終了後
内容＝絵本・紙芝居の読み聞かせ

三王災害住宅10号棟付近

箱石

◇展示コーナー特集
「“手しごと” をはじめよう」
手仕事に関する本や編み物・手
芸をテーマにした絵本を特集しま
す。
【場所】こども図書室前
◇こども映画会（視聴覚室）
≪２月第１回≫日時と内容
▶２月３日㈯午前11時、午後２時
▶「福は内！鬼は外！」
（11分）
「
、ト
ムとジェリー４ ジェリーと金魚
／玉つきは楽しいね」
（15分）
≪２月第２回≫日時と内容
▶２月10日㈯午前11時、午後２時
▶「ミッキーのアイス・スケート／
ミッキーの巨人退治」
（16分）
、
「こ
どもにんぎょう劇場 かちかちや
ま」
（15分）

（２日のみ）２日㈮

グループホームおもつべ 16日㈮ 13:00〜13:30
（16日のみ）

区界・川内

給与明細には税
金や貯蓄に関する
情報が満載です。
正しく理解する心
得や社会保障制度
の仕組みを紹介し
ています。

田老分室（田老公民館内）

老

著

田

大村大次郎

里

『知らないと損する給与明細』

新

税制を活用して
家計の資産を増や
したり、次世代の
ために役立てたり
できる仕組みがあ
ります。家計を元
気にする税制の活
用を解説します。

≪２月第３回≫日時と内容
移動図書館車
▶２月17日㈯午前11時、午後２時 「なぎさ号（田老・新里）」「しらかば号（川井）」
▶「トムとジェリー５ 〜なかよし／
２月の運行日程
トムのガールフレンド〜」
（15 分）
、
場
所
運行日・駐車時間
「おれたち、ともだち！〜ごめんね
ともだち〜」
（13分）
刈屋・澤口氏宅前
11:00〜11:15
≪２月第４回≫日時と内容
刈屋・高橋理容所前
11:30〜11:45
▶２月24日㈯午前11時、午後２時
新里中学校前
１日㈭ 13:10〜13:30
▶「ねぎぼうずのあさたろう〜も
愛福祉会前
15日㈭ 13:45〜14:00
ろこし天狗党あらわる〜」
（26分）
茂市駅前
14:15〜14:30
◇おはなし会（こども図書室）
蟇目・上組団地前
14:45〜15:00
日時＝毎週土曜日午後２時30分
内容＝絵本・紙芝居の読み聞かせ、
11:30〜11:45
末前･伝承館前
折り紙遊び
13:00〜13:30
田老第三小学校前

LIBRARY

図 書館情報

●市立図書館･･･水〜土曜日 9:00〜19:00、火曜･日曜･祝日 9:00〜17:00
●田老・新里・川井分室･･･火〜日曜日 9:00〜17:00
■２月の休館日 ●市立図書館・川井分室･･･月曜日
（2/12は開館）
、2/13㈫
●田老・新里分室･･･月曜日
■開館時間

9:45〜 9:55

赤沢集会所

10:00〜10:10

上湯沢集会所前

10:20〜10:35

小国出張所

10:40〜10:55

大久保バス停

16日㈮ 11:00〜11:10

熊谷氏宅前

11:20〜11:30

豊坂氏宅前

11:40〜11:50

川井小学校

13:05〜13:45

片巣御供養様

13:55〜14:10
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トンネル貫通祝い式典
北部環状線第二工区トンネル工事

現在市が整備を進めている﹆近
内地区と佐原地区を結ぶ北部環状
線の第二工区︵近内～山口﹆延長
１・３㍃︶内のトンネル︵５２７
ⅿ︶の貫通式が昨年 月 日﹆近
内のトンネル工事現場で行われま
した。式で千徳小５年の大久保ゆ
の ど か
りさんと竹原和佳さんは﹁宮古の
復興のために多くの人が関わって
いると感じています。事故のない
ように気をつけて﹂と工事関係者
に感謝の気持ちを伝えました。

12

16

街中に響く門打ちの音

黒森神楽門打ち

山口地区の黒森神社に伝わる黒
森神楽が１月６日﹆末広町や中央
通商店街の各商店を回り﹆店頭で
権現舞を舞う門打ちをして商売繁
盛や無病息災などを祈願しまし
た。また﹆権現舞のあとには﹆権
現様が﹆商店で働く人たちの頭や
肩をかむ﹁身固め﹂で﹆厄払いを
行いました。
当日は宮古保育園の園児も門打
ちを見学。恐る恐る身固めをして
もらった子どもたちは﹆神楽衆に
﹁ お も し ろ か っ た ﹂ と﹆ 最 後 は 笑
顔で手を振っていました。
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臆せず堂々と研究発表

41

田代の紅白歌合戦

通りがかりの人も足を止めて見入った権現舞

手作り祭典で愛を歌う

24

高校生研究・意見発表会
田代児童館の子どもたちのかわいらしい姿で会場は和やかに

威勢のよい登場で会場を盛り上げた貫通祝いの樽みこし

田代の紅白歌合戦２０１７が昨
年 月 日﹆亀岳小学校体育館で
行われました。企画立案から実行
まで全て地域住民の手作りで行わ
れるこの歌合戦。第６回となる今
回は過去最多の 組が出場し﹆﹁愛
す る 人 へ ﹂ と い う テ ー マ の も と﹆
恋や愛に関する曲が披露されまし
た。会場に集まった約２５０人の
観衆は﹆
出場者たちの演出や衣装﹆
熱のこもった歌や踊りに大喜びで
した。

12

スクリーンに資料を映しながらわかりやすく発表しました

第９回宮古地区高校生研究・意
見発表会が昨年 月 日﹆市民文
化 会 館 中 ホ ー ル で 行 わ れ ま し た。
市内５つの高校から７グループが
参加し﹆学校生活に必要な器具の
作成や震災の風化に関する意見発
表など﹆各校の特色を生かした取
り組みが発表されました。
宮古のマダラをＰＲするために
食品開発に取り組んだ宮古水産高
ゆ き
校食品家政科３年の加藤唯 希さん
は﹁マダラのチップスに薫製の風
味を付けるのが難しかった﹂と試
行錯誤を繰り返した研究過程など
を発表しました。

12

まちの話題
■市ホームページやフェイスブック、ツイッターなどでも紹介して
いますので、どうぞご覧ください。※URLは裏表紙をご覧ください

浜ビジターセンター
︵☎１６９０︶
▼探鳥会
●日時＝２月 日㈰午前８時 分
～ 時 分●集合場所＝津軽石川
サケ直売所前●内容＝カモ類・ワ
シ・タカ類・コクガン・ハクチョ
ウなどの観察●問い合わせ＝日本
野鳥の会宮古支部・関川︵☎４
７２５︶※初心者大歓迎
▼宮古地方冬の囲碁大会
●期日＝２月 日㈰●受付時間＝
午前９時 分～ 時●場所＝千徳
公民館●参加料＝１５００円※食
事 付 き︵ 女 性・ 学 生 は ５ ０ ０ 円 ︶
●問い合わせ＝日本棋院宮古支
部・飛澤︵☎０９０・２２７５・
５９９４︶
▼第１回津軽石郷土芸能祭
●日時＝２月 日㈰午前 時～正
午●場所＝津軽石公民館多目的
ホール●内容＝津軽石の地域に伝
承されてきた郷土芸能の披露●入
場料＝無料●問い合わせ＝津軽石
公民館・野﨑︵☎０９０・５１８９・
３６７９︶
▼湯ったり館 夢灯り
●日時＝２月 日㈰午後５時～９
時※雨天時は中止●場所＝湯った
り館●入場料＝無料●問い合わせ
＝新里産業開発公社湯ったり館
︵☎
３８００︶
▼就労に向けたセミナー＆相談会
●期日／内容＝▽２月 日㈬／コ

30

30
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●日時＝２月 日㈯午前 時 分
～午後０時 分●場所＝市民総合
体育館スポーツフォーラム棟３階
たくゆき
大会議室●講師＝田代拓之︵発達
障 が い 沿 岸 セ ン タ ー 副 所 長 ︶﹆ 小
ひろゆき
川博敬︵相談支援事業所サポート
かおる
にじ管理者︶
﹆ 岡 﨑 薫︵ 市 子 ど も
発達支援センター所長︶●定員＝
人●申込期限＝２月 日㈬
〈共通〉◎参加料＝無料◎申し込
み＝宮古圏域障がい者福祉推進
ネット︵☎７８７８︶
▼健康セミナー「女性のからだと
こころを知る〜アンチエイジング
セミナー〜」
●日時＝２月９日㈮午後２時～３
時 分●場所＝シートピアなあど
● 講 師 ＝ 植 田 美 津 恵︵ 医 学 博 士 ︶
●参加料＝無料●申込期限＝２月
８日㈭●申し込み＝宮古法人会事
務局︵☎１２１４︶
▼マリンキャンドル作り
●期日＝２月 日㈯・ 日㈯●時
間＝午 前の 部 ／ 午 前 時 ～ 正 午﹆
午後の部／午後１時 分～３時●
内容＝シーグラスを使ったキャンド
ルホルダー作り●講師＝陸中海岸
青少年の家指導員●定員＝各回
人※小学生以下は保護者同伴●参
加料＝２００円︵保険・材料代︶●
申し込み方法＝参加者の氏名﹆年
齢﹆住 所﹆連 絡 先 を 連 絡 ※ 要 事 前
申し込み●場所・申し込み＝浄土ヶ

30

20

17

30

10

シートピアなあど
▼ちりめん花びらお雛様作り
●日時＝２月 日㈫
午前 時～正午●講
ま
し
き
師＝岩田真紫輝●定
員＝先着 人●参加
料＝１５００円︵材料代︶●用意
する物＝裁縫道具●申込受付開始
日＝２月１日㈭●場所・申し込み
＝シートピアなあど
︵☎３１００︶

開催・募集など

13

県立水産科学 館
▼カラー魚拓講習会
●日時＝２月 日㈰午前 時～正
午●内容＝カレイなどのカラー魚
拓作成●対象＝小学生以上※小学
生は保護者同伴も可能●定員＝
人●参加料＝１００円︵材料代︶●
申 し込み 方 法＝参 加 者の氏 名﹆年
齢﹆初心者・経験者の別﹆連絡先
を連絡●申込期限＝２月 日㈮●
申し込み＝県立水産科学館︵☎
５３５３︶
崎山貝塚縄文の森ミュージアム

15

▼宮古圏域障がい者福祉推進ネッ
トの催し
☆平成 年度宮古圏域チャレンジ
ドフォーラム〜宮古圏域型農福連
携について考える〜
●日時＝２月７日㈬午後１時～４
時●場所＝休暇村陸中宮古●内容
＝▽講演﹁はじめよう農福連携！
～全国で広がる農業分野での障が
ゆきさと
い者就労～﹂講師・吉田行郷︵農
林水産省農林水産政策研究所企画
広報室長︶▽事例報告﹁岩手江刺
発！農福連携で勝負﹂
事例提供者・
菅野千秋︵㈱菅野農園︶ほか●申
込期限＝２月５日㈪
☆第２回宮古圏域発達障がい学習
会「 生活の視 点から 発 達 障 がいを
語り合う〜幼児期から成人期、家
族支援、
生活支援、
就労支援まで〜」
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11

11

10

11

11

10

14

24

30 10

20

30

30

30

10

23
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▼とことん！縄文体験教室「とこ
とん！縄文アクセサリー」
●日時＝２月 日㈰午後１時 分
～３時●内容＝アクセサリーの歴
史や素材などの解説を聞き﹆アク
セサリー作りを体験する●講師＝
崎山貝塚縄文の森ミュージアム学
芸員●入館料・体験料＝無料●場
所・問い合わせ＝崎山貝塚縄文の
森ミュージアム︵☎７５２６︶

17

10

勤労青少年ホ ー ム

10

10

29

25

18

▼ウィンドウズ 講座（応用編）
●期間＝２月 日㈯～ 日㈰●時
間＝午前 時～午後４時●講師＝
三陸ＮＰＯ支援センター●定員＝
人●参加料＝千円●用意する物
＝筆記用具●場所・申し込み＝勤

10

情報掲示板
●行事の内容など、詳しくは主催者にお問い合わせください

10

30

※記事掲載を希望する場合は、市企画課広報係（☎689065）まで問い合わせください。
広報３月１日号の原稿締め切りは２月７日㈬です

況や人材センターの利用について
の説明●対象＝資格の有無を問わ
ず﹆介護職経験のある人または介
護職への再就職を希望する人●定
員＝先着 人●受講料＝無料●申
込期限＝２月 日㈫●申し込み＝
岩手県福祉人材センター・舘洞
︵☎
０８０・８２０１・０１９９︶
▼地域公開講座「認知症を自分ら
しく生きる。
支える私たちへのメッ
セージ」
●日時＝２月 日㈯午後２時から
※１時 分から受け付け●場所＝
市総合福祉センター３階健やか
ホール●講師＝宮崎和加子︵だん
だん会理事長︶●定員＝先着 人
●受講料＝無料●申し込み＝訪問
看護ステーションメディケア︵☎
５２１７︶
▼東京カワンバグスによる３日連
続コンサート

☆東京カワンバグスクインテット
コンサート
●日時＝２月 日㈯
午後１時 分開演●
場所＝薬師塗漆工芸
館１階●内容＝漆塗
りのバイオリン・ビオラ・チェロ・
ピアノを使ったコンサート●入場
料＝無料
☆第７回「室内楽の夕べ」
●日時＝２月 日㈰午後４時 分
～６時ごろ※４時開場●場所＝陸
中ビル３階大ホール●内容＝東京
カワンバグスストリングオーケス
トラのコンサートほか●入場料＝
前売り券５００円﹆当日券７００
円※高校生以下無料●チケット取
り扱い＝市民文化会館﹆リラパー
クこなりほか
☆鑑賞・体験コンサート
●期日＝２月 日㈪●場所／時間

＝▽新里中学校︵春陽ホール︶／
午前９時 分～ 時 分▽宮古西
中学校体育館／午後２時 分～３
時 分●入場料＝無料
〈 共 通 〉 ◎ 問 い 合 わ せ ＝ 梅 村︵ ☎
７７８０︶
▼平成 ・ 年度国有林モニター
募集
国有林の管理・経営をより良く
するため﹆
モニターを募集します。
●任期＝平成 年４月１日から２
年間●作業内容＝アンケートへの
回答﹆現地見学会・会議への出席
など●募集人数＝ 人程度※応募
資格など詳細は問い合わせ﹆また
はホームページを確認のこと●応
募期限＝２月９日㈮●応募先＝東
北森林管理局企画調整課林政推進
係 ︵☎ ０ １ ８・ ８ ３ ６・
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宮古市に関する観光、文化、歴史、
産業、自然、風土など各ジャンルから
出題し、受検者の「宮古通」度を認定
する検定試験です。
■期日 ３月18日㈰
■受験内容／時間
▷一つ星検定／午前９時50分〜10時30
分（受け付けは９時30分から）
▷二つ星検定／午前９時50分〜10時30
分（受け付けは９時30分から）
▷三つ星検定／午前11時〜正午（受け
付けは10時40分から）
■場所 市民総合体育館スポーツフォー
ラム棟
■受検料 無料
■用意する物 筆記用具
■申し込み方法 記入済みの申込書を
持参・郵送・ファクスのいずれかで提出
※申込書は宮古駅前観光案内所で配布
するほか、観光文化交流協
会ホームページ（B http://
www.kankou385.jp/blog/607.
html）からも入手可能
■申込受付期間 ２月１日㈭〜28日㈬
■申し込み 宮古観光文化交流協会
（〒0270052宮町一丁目１の80、宮古駅
前観光案内所、☎623534、f627030）

80
第10回宮古もてなし観光・文化検定

ミュニケーションセミナー▽２月
日㈪／面接セミナー▽２月 日
㈬／パソコンセミナー●時間＝午
前 時 分～正午︵午後１時から
３時までは個別相談を実施︶※各
セミナーと個別相談はどちらも要
予 約のこと●場 所＝みやこ若 者サ
ポートステーション︵黒田町︶●
対象＝おおむね ～ 歳で﹆就職
に向けて不安や悩みがある人●受
講料＝無料●申し込み＝もりおか
若者サポートステーション︵☎０
１９・６０１・６６３８︶
▼介護のしごと「介護技術おさら
い講習」
●日時＝２月 日㈭午後１時～４
時 分※午後０時
分から受け付け●場
所＝市総合福祉セン
ター２階●内容＝介
護 技 術 講 座﹆ 求 人 状

華麗に舞う夏屋鹿踊の舞い手

30

21

いにしえより継承されてきた貴重な
伝統芸能を５つの団体が披露します。
■日時 ２月18日㈰午後１時開場、１
時30分開演
■場所 市民文化会館大ホール
■出演 田代大念仏剣舞、茂市鹿子踊
り、江繫早池峰神楽、夏屋鹿踊、末角
神楽
■定員 1000人
■入場料 無料
■問い合わせ 市民文化会館（☎632511）

19

10

30

第10回みやこ郷土芸能祭

information
【明るい選挙啓発ポスターコンクー
ル入賞作品展】
平成29年度明るい選挙啓発ポス
ターコンクールの岩手県審査におい
て入賞した、県内小・中・高等学校
各部門の作品34点を展示します。
■期間 ２月16日㈮〜 18日㈰
■場所 キャトル宮古（三陸鉄道宮
古駅側入口、２階通路）
■問い合わせ 宮古地域振興セン
ター（☎642211）

姉ヶ崎サン・スポーツランド
臨時休所のお知らせ
プール清掃・設備定期点検のため
下記期間を臨時休所します。
■休所期間 ２月７日㈬〜９日㈮
■問い合わせ 姉ヶ崎サン・スポー
ツランド（☎636323）

希望郷いわてモニターを
募集します
県広聴広報課

県政に関するアンケートに回答す
るモニターを募集中です。アンケー
ト回答者には謝礼品を贈呈します。
詳しくは県ホームページ（A http://
www.pref.iwate.jp/
kouchoukouhou/
monitor/018823.html）
をご覧ください。
■任期 平成30年４月１日から平成
32年３月31日まで（２年間）
■応募資格 県内在住の20歳以上の
人（公務員など除く）
■定員 200人
■応募方法 はがき、ファクス、電
子メールに必要事項を記入し応募
■応募期限 ２月28日㈬
■問い合わせ 岩手県広聴広報課
（☎0196295281）

宮古地方「食の匠の技」公開講座
参加者を募集します
宮古農業改良普及センター

■日時 ２月19日㈪午前10時30分〜
午後１時30分
■場所 宮古地区合同庁舎２階栄養
相談室（五月町１の20）
■講師 岩手県食の匠（宮古地方食
の匠の会）＝中村利久氏（岩泉町／
黒豆のお汁粉）
、熊谷裕美子氏（田

生まれた赤ちゃん

笹川瑚々花（ここは）近内四丁目（真央）
工m晃喜（てるき） 磯鶏石崎 （裕樹）
長澤 憧（あこ） 近内三丁目（幸博）
（善幸）
袰岩惺菜（せいな） 川井
（佑騎）
大坂希依（きい） 田鎖三
（健信）
髙橋慶悟（けいご） 小国
（健信）
髙橋幸愛（ゆきな） 小国
長谷川凛香（りんか）高浜一丁目（賢悦）
（和久）
畠山千愛（ちか） 崎山二
（瑠美）
山口蘭香（らんか） 田鎖二
（貴之）
仁須賀柚姫（ゆずき）早稲栃
齋藤柊也（しゅうや） 山口三丁目（栄進）
山口三丁目（貴子）
三浦りの
山本征十朗（せいじゅうろう）崎山一（薫平）
（裕次）
小林錦河（きんが） 南町

♡結婚したお二人♡

山口榛輝・髙屋敷柚乃香＝長沢二
伊藤大毅・盛合花菜
＝沼里
君澤健吾・箱石莉奈
＝向町
藤田祐哉・山野目愛弓 ＝前田

■亡くなった方■

袰岩次男
阿部 進
鳥取由紀子
山内勝子
高田年男
関 長五郎
遠洞卓治
佐m智惠子
髙屋ソノ
山根チヤ

（82）払川
（65）長沢一
（69）刈屋
（86）大付
（87）箱石（川井）
（94）神林
（88）和井内
（85）日の出町
（92）小国
（91）新町

野畑村／ワカメの茎の佃煮）
■定員 20人 ※受講者の決定は抽
選で行います。受講決定者には２月
上旬に郵送で通知します
■参加料 1人500円（材料代）
■用意する物 エプロン、三角巾
■申し込み方法 住所・氏名・連絡
先を電話またはファクスで連絡
■申込期間 ２月５日㈪〜７日㈬
■申し込み 宮古農業改良普及セン
ター（☎642220、℻645631）

不動産競売物件情報
閲覧のお知らせ
盛岡地方裁判所宮古支部

競売物件の資料閲覧を行います。
■入札期間 ２月19日㈪〜 28日㈬
■閲覧方法 盛岡地方裁判所宮古支
部１階閲覧室またはインターネット

12/27〜１/15（届け出順・敬称略）
佐々木榮太郎
阿部いね
水本小菊
宮澤八次郎
岩澤宏輝
田澤敬士
熊谷喜一
三浦勇一
橋爪京三
佐々木貞夫
伊藤アイ子
山口信夫
山根惣吉
佐々木保雄
川戸一夫
佐々木シユン
鳥居英司
中村善八
小野 滿
松井倉男
成ヶ澤スミ
馬場野カチヨ
横田義雄
藤澤勇一
佐々木 昇
北村 稔
岡田二郎
大上恭三
大久保孫藏
三上良英
五十嵐モヨ
小林律子
佐々木ツエ
畠山キチ
木村行雄
工藤きよ

（81）大付
（91）栄町
（82）長沢一
（83）早稲栃
（80）小山田二丁目
（48）田老三王二丁目
（69）佐原四丁目
（75）黒田町
（85）藤の川
（83）八木沢
（77）熊野町
（67）蟇目
（86）南町
（91）小堀内
（79）磯鶏二丁目
（97）新町下
（85）熊野町
（82）保久田
（76）下在家
（89）宮園
（94）太田二丁目
（92）赤坂団地
（91）山口四丁目
（54）刈屋
（67）岩船
（80）磯鶏西
（79）駒形通
（85）磯鶏石崎
（89）金浜一
（88）和見町
（90）松山
（85）黒田町
（88）八木沢一丁目
（94）畑
（83）西町一丁目
（97）太田二丁目

※届け出の際、広報への掲載を希望した場合に載せています

姉ヶ崎サン・スポーツランド

お めでたおくやみ

（A http://bit.sikkou.jp/）
で閲覧できます。
■問い合わせ 盛岡地方裁判所宮古
支部不動産競売係（☎622925）

犯罪件数（宮古市内）
（12月１日〜31日）
・侵入盗＝１件（うち無施錠０件）
・自転車盗難＝０件
・万引＝２件
・置引＝０件
・車上狙い＝０件
・振り込め詐欺＝通報11件、被害０件

・もうけ話の詐欺＝０件
・子どもへの声かけ事案＝０件
※「訴訟する」という架空請求はがきの
相談が急増しています。身に覚えがなけ
れば、返信せず警察に相談しましょう
■問い合わせ 宮古警察署
（☎64−0110）
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宮 古 市 役 所

☎62−2111

田老総合事務所

☎87−2111

新里総合事務所

☎72−2111

川井総合事務所

☎76−2111

２月12日㈪建国記念の日の
振替休日のごみ収集について
市環境課きれいなまち推進室 ほか

■宮古地域 燃やせるごみは、通常
の収集日程どおり収集します。プラ
スチック製容器包装の収集は、休み
ます。資源物は長沢の一部（神倉、
南北川目）のみ収集します。
■田老・新里・川井地域 通常どお
り収集します。
■ごみの持ち込み 小山田のごみ処
理場は日曜日を除き毎日稼動してい
ますので、振替休日でもごみ・資源
物の持ち込みができます。
（搬入時
間＝午前８時30分〜正午、午後１時
〜４時30分）
■問い合わせ ▷収集＝市環境課き
れいなまち推進室（☎646488）
、▷
持ち込み＝宮古地区広域行政組合施
設課（☎647111）

障がい者福祉計画第５期計画案
に対する意見を募集します
市福祉課

市では「宮古市障がい者福祉計画
第５期計画」案を策定しました。こ
の計画案について市民の皆さんの意
見を募集します。寄せられた意見は
修正案作成の参考とします。また意
見概要とこれに対する考え方を公表
します。
■閲覧場所 市役所１階市民ホール、
各総合事務所、各出張所、中央公民
館、田老公民館、市立図書館、市民
文化会館、勤労青少年ホーム、フラッ
トピアみやこ、市総合福祉センター、
市民総合体育館、新里生涯学習セン
ター、田老診療所、新里診療所、身
体障害者福祉センター
※市ホームページ
（Ahttp://
www.city.miyako.iwate.
jp/index/shimin/syogaisya.html）で
も閲覧できます
■提出方法 「意見提出用紙」に必
要事項を記入し、閲覧場所に備え付

⓱
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人口と世帯
（１月１日現在）
人口 54,159人（−33人）
男
26,087人（−15人）
女
28,072人（−18人）
（−７）
世帯 24,109
（ ）内は前月との比較

人口のうごき

交通事故

（12月１日〜31日）
出生
20人
死亡
67人
転入
78人
転出
64人

（12月１日〜31日）
人身事故
６件
死亡者
０人
負傷者
９人
物損事故
131件

けの提言箱に入れるか、郵送、ファ
クス、電子メールのいずれかで提出
してください。用紙は市ホームペー
ジから取得できます。
■募集期間 ２月14日㈬〜３月５日
㈪必着
■提出先 市福祉課障がい福祉係
（〒0278501住所不要、☎689135、
℻627422、Cfukusi@city.miyako.
iwate.jp）

いきいきシルバーライフプラン
2018（案）の説明会について
市介護保険課

市の高齢者福祉計画・介護保険事
業計画を一体的に策定する「いきい
きシルバーライフプラン」を改訂す
るため説明会を開催します。
■期日／場所
期日
2/5 ㈪
2/6 ㈫
2/7 ㈬
2/8 ㈭

場 所
川井保健センター集団指導室
田老公民館１階教養室
新里福祉センター１階研修室
市役所６階大ホール

■時間 午後６時30分〜８時
■問い合わせ 市介護保険課管理係
（☎689085）

２月は下水道受益者負担金の
納付月です
市上下水道部経営課

受益者負担金制度は、下水道を使
用できる地域の土地や建物を所有す
る人に、建設事業費の一部を負担し
ていただく制度です。該当者には納
入通知書を送付しますので、２月28
日㈬までに納付してください。
■問い合わせ 市上下水道部経営課
経営管理係（☎631115）

小規模修繕契約希望者の
名簿登録申請を受け付けます
市契約検査課

市で発注する小規模な建築・土木・
設備などの修繕工事受注者名簿登載
のための申請を受け付けます。今回
は、３年間ごとの新たな名簿への登

載の受け付けです。これまで名簿に
登載されていた人も、新たな申請が
必要です。
■受注金額 １件50万円未満
■登載期間 平成30 〜 32年度
■申請方法 申請書に必要事項を
記入し、市契約検査課（市役所３
階）に提出してください。申請書は
市契約検査課で配布するほか、市の
ホームページ（A http://www.city.
miyako.iwate.jp/index/jigyosya/
sinseihenkou.html）
からもダウンロード
できます。
■受付期間 ２月15日㈭〜３月15日㈭
■問い合わせ 市契約検査課（☎68
9070）

明るい選挙推進活動に
関するお知らせ
宮古市明るい選挙推進協議会 ほか

【成人式で模擬投票を実施しました】
新成人に選挙や政治に関心を持っ
ていただくため、１月７日に市民文
化会館で行われた成人式の会場で模
擬投票を実施しました。
「より魅力
あふれる宮古市にするには何が必要
か」をテーマに、下の７つの候補か
ら１つ選んで投票を行い、新成人に
今後の宮古市に必要なものを考えて
もらいました。
■開票結果
候 補
票数
特産品
10票
テーマパーク
31票
大型ショッピングセンター
45票
コンサートやスポーツなどのイベント 16票
福祉・子育て支援制度の充実
７票
地元商店の活性化
７票
教育環境の充実
10票
得票総数 133票
有効投票 126票
無効票 ７票
※無効投票内訳＝２つ以上◯を記載／
５票、白票／２票

■問い合わせ 宮古市明るい選挙推
進協議会（市選挙管理委員会内、☎
689123）

航路開設！
いわて初！ フェリー定期

宮 古 ⇔室蘭のみち
みやらん

○宮蘭航路開設ミニ特番「ムロラン見聞録」が
岩手めんこいテレビで放送されます！
２月６日㈫
より、４週に
わたって、岩

手めんこいテ
レビで特別番
組「ムロラン

見聞録」が放送されます。全４回の放送では、宮
蘭航路で使用されるフェリー「シルバークィー
ン」の船内紹介や、室蘭の観光地・グルメなど
を紹介します。
一足先に、
フェリーでの旅の楽しみ方をイメー
ジしてはいかがでしょうか？
放送日は次のとおり。１回あたりの放送は２
分30秒程度です。第３回のみ月曜日の放送で、
放送時間帯も異なります。
▷第１回＝２月６日㈫午後９時54分〜

ス タ ジ オ から
厳しい寒さが続く時期ですね。皆さん、

体調など崩されてはいませんでしょう
か。みやこハーバーラジオでは、平日の生放送
中、日替わりのメッセージテーマでお便りをお
待ちしています。月曜日から木曜日までは季節
の話題や毎日の記念日に関する事柄などのテー
マで、金曜日はテーマを設定せずフリートーク
で募集しています。また、テーマ以外にも曲の
リクエストや皆さんの身の回りの出来事などを
24時間受け付けています。
生放送は「おはよう潮風ラジオ（午前７

時〜９時）
」
「ひるなび826（正午〜午後
２時）
」
「ラジオサンセット（午後５時〜７時）」
です。メッセージテーマは生放送中にお伝えし
ていますので、ぜひチェックしてください。
また、子育てや介護福祉、園芸や住まいに関

▷第２回＝２月13日㈫午後９時54分〜

▷第３回＝２月19日㈪午後10時54分〜
▷第４回＝２月27日㈫午後９時54分〜
○団体予約の受け付けが開始されました！

ことし１月から、宮蘭航路の団体予約受け付
けが開始されました。
団体（ドライバー、添乗員、６歳未満の子ど

もを除く15人以上）の予約は、原則として乗船
日の１年前から受け付け可能です。団体予約を

希望する場合は、下記予約センターにお申し込
みください。
なお、一般旅客・乗用車の予約は、乗船日の
２カ月前の午前９時から受け付け開始となりま
す。（例：６月22日に乗船する場合、４月22日
午前９時から受け付け開始となります）
■受付時間 平日午前９時〜午後５時
■予約先 シルバーフェリー予約センター（☎
0120539468）

してなど専門家の方から生活の疑問について回
答していただけるコーナーもあります。
みやこハーバーラジオは、インターネッ

トの「リスラジ(ListenRadio)」や「サ
イマルラジオ」でも聴取できます。スマートフォ
ンでは「リスラジ」のアプリをダウンロードす
ると、お聴きいただけます。これからもみやこ
ハーバーラジオを聴いてお便りくださいね！
●「みやこハーバーラジオ」放送中！
FMラジオ【82.6MHz】
●メッセージテーマに関すること、曲のリクエスト、
各コーナーへの質問・要望など、お便り・ファクス・
メールをお待ちしています！
〒0270076栄町３の35キャトル５階
みやこハーバーラジオ宛て
f 773936
C 826@miyakofm.com
●放送予定などはホームページをご覧ください
B http://miyakofm.com
■問い合わせ 宮古エフエム放送（☎773399）
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ふるさと博物館
北上山地民俗資料館の資料紹介

宮古市収集の有形民俗資料の活用について
市教委文化課

編

平成29年度、北上山地民俗資料館小国分館（旧小国中学校）において、
市内で収集された有形民俗資料を一括管理することとなりました。有形民
俗資料とは昔の生活や生業に使われた道具で、地域の暮らしの移り変わり
を知るのに欠かせない文化財です。今回、旧宮古市が収集し、旧蟇目中学
校で管理していた有形民俗資料を小国分館に移設する作業を行いました。
移設したのは、旧宮古市が約1650点、旧田老町が約850点、旧新里村
が約40点です。これとは別に、旧新里村については和井内ふるさと会館
におよそ200点が展示されています。また、田老鉱山に関係した資料は田
老公民館に収蔵されています。もともと小国分館には旧川井村で収集され
たおよそ5000点が収蔵されており、今後、集約したすべての有形民俗資
料について虫害管理をしながら保存、活用していきます。

漁具をはじめとする様々な生業や生活の用具を収納
した小国分館

森、川、海と人が共生する安らぎのまち、宮古市。このたび、
「森、川、海」で暮らす人々を支えてきた有形民俗資料
が一堂に集められました。これから移設した資料について台帳を作成しながら整理や調査を行い、企画展や移動展で紹介
していきます。また、有形民俗資料を活用した昔の暮らしを体験する学習会なども開催していく予定です。展示や体験学
習を通して、豊かで変化に富んだ自然の中で育まれてきた文化や、現代の暮らしの根底を形作るかつての生活文化を紹介
していきたいと思います。
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俳句に親しむ

⓳

【入選】
邪気払う朝餉の膳や小豆粥
石井 繁
あ ず き が ゆ
季題「小豆粥」「春近し」
小豆粥穏やかな老い祈りつつ
さいとう白沙 選
近藤節子
【特選】
再建の新居待つ日や春近し
佐々木るみ子
偕老の静かな日々や小豆粥
大 越 貞 子 ガラス越し笑む鉢花や春近し
去石エイ子
評＝正月
 十五日の朝、神に供え人も食
することで邪気を払う力があると うらうらと潮匂いそめ春近し
言われる小豆粥。夫婦の穏やかな
摂待初子
暮らしが偲ばれる格調高い作品
頬を刺す風のゆるみや春近し
球根の土のふくらみ春近し
田
代時子
加藤信子
願
わ
く
は
無
病
息
災
小
豆
粥
中屋京子
小豆粥使い込まれし夫婦椀
山崎榮治

東日本大震災から６年10カ月目の１月11日に宮古
盛岡横断道路（仮称）新区界トンネル貫通式が、ト
ンネル坑内の宮古市と盛岡市の境で行われました
（下記写真①）。宮古市側、盛岡市側の双方から貫通
発破式を行い、貫通点で、谷藤裕明盛岡市長と握手
をし、万歳をしたときには感無量で涙がでました。
この貫通式を契機に、宮古盛岡横断道路整備の進展
にさらに弾みがつきます。翌12日には宮古盛岡横断道路
茂市トンネル工事安全祈願祭が行われ（下記写真②）
、
着々と工事が進ん
でいます。
「命の道」である
宮古盛岡横断道路
の開通は2020（平
成32）年度です。
開通後は、救急
●
①
医療活動など搬送
時間の短縮が図ら
れるほか、産業振
興、地域振興など
様々な分野で大き
な効果が期待され
ます。楽しみにし
●
②
ていきましょう。

評＝中七の措辞、観察眼が光ります。
物事をよく見ることで思いがけな
い発見があり、作品の類想を避け
ることができます

市長のひとり言

ふ き み そ

◆次の季題「春一番」
「蕗味噌」※２月９日㈮必着◆応募は
一人３句までです。◆いただいた句を添削することが
あります。◆はがきまたは封書で、
句のほかに住所、
氏名、
ふりがな、電話番号を書いて、〒0278501（住所不要）宮
古市役所「広報みやこ」係へ応募してください。◆今回
の投稿者は25人でした。ありがとうございました。
【選者より】２月４日は「年内立春」と云って旧暦12月19日に当たり、こ
の先「冴え返る、凍て返る」の季語を実感することでしょう。お体を大
事にご清吟ください。 ◇名句鑑賞
「立春や月の兎は耳立てて 星野 椿」

平成30年２月１日
№299

◎
宮古市

■編集

30

■印刷

オープニングムービーに盛り上がる新成人

◎
株式会社文化印刷

ホームページ
http://www.city.
miyako.iwate.jp

編 集 後 記
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マチイロ

ツイッター
http://www.twitter.
com/miyako_city

モバイル
メール

▼スポーツは筋書きのないドラマで
ある。冬季五輪・パラリンピックに
郷土いわてから出場する選手も、想
像 を 絶 するよ う な 過 酷 な 練 習 と 節
制に努めてきたに違いないが、目標
・
とする成績を収めるには運も必要。
努力の過程を間近に見ていない私だ
が、
家族のつもりで応援したい。
︻正︼

▼成人式を取材してきました（上記
参照）
。会場で友人たちと笑い合う
新成人は、笑顔も衣装も輝いていて、
とても楽しそうでした。自分にもこ
んなキラキラした時代があったんだ
4 4
なあ…と、二十代の頃には無かった
4 4
二重アゴをつまみながら、十数年前
4
︼
を懐かしく感じた取材でした。︻淳

▼高校生研究・意見発表会を取材し
。写真を使った資
ました（ ㌻参照）
料でわかりやすく発表する高校生の
姿は、自分が高校生の時では考えら
れません。また、聞き手を引き込む
ような話し方も素晴らしかったです。
ここ数年で高校生のレベルが上がっ
たな、と実感した一日でした。 ︻洋︼

フェイスブック
http://www.facebook.
com/city.miyako

耳の不自由な方など記事への問い
合わせが電話だと難しい方は、市企
画課広報係へファクスまたはメー
ルで問い合わせてください。
【ファクスでの問い合わせ】
f63−9114
【メールでの問い合わせ】
Cinfo@city.miyako.iwate.jp

13

目の不自由な方に広報などのCD（デ
イジー）を無料で貸し出しています
（宮古音声訳の会☎兼f72−2537）
。

山口太鼓の舞台には新成人も参加

代表あいさつをする腹子脩斗さん（左）と赤沼 伶さん（右）

成人式実行委員会の皆さん

平成 年宮古市成人式は
１月７日に市民文化会館で
開催され、６７７人の新成
人のうち、４６８人が出席
しました。式典では「二十
歳の誓い」として、田老町
漁業協同組合に勤務する腹
子脩斗さん（宮古商業高校
卒）が「宮古の海で働ける
ことに誇りをもち、今まで
お世話になった人と地元に
恩返しをしていきたい」と
話したほか、仙台市の大学
で建築について学ぶ赤沼伶
さん（宮古高校卒）は「震
災をきっかけに建築やまち
づくりに興味を持った。将
来宮古のまちづくりに貢献
することを目標に頑張って
学んでいきたい」と語り、
ふるさとの復興にかける思
いと感謝の気持ちを述べま
した。

企画部企画課

▲

〒027−8501岩手県宮古市新川町２番１号、☎0193−62−2111、FAX0193−63−9114

■発行

二十歳の春 笑顔の門出
平成30年
宮古市成人式

