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〜腹帯盆踊り〜

年ぶりの祭りばやし
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まちの話題ピックアップ

ミュージアム収蔵資料の紹介「貝塚の土」
第51回宮古夏まつり

大学生ボランティア団体
「僕らの夏休みプロジェクト」
は、同日に赤前と田老でも夏祭りイベントを開催（写
真は赤前で行われたソーラン節の演舞の様子）

９月の 表紙
30年ぶりの祭りばやし〜腹帯盆踊り〜
●撮影日 ８月12日㈰
●場 所 腹帯地内

８月12日に、腹帯地区の盆踊
りが約30年ぶりに行われ、地区
内外から約300人が集まり、久
しぶりの地元の祭りをみんなで
楽しみました。
昼間はステージショーや出店
などでにぎわい、メインイベン
トの盆踊りは日が落ちてから実
施。祭りばやしが流れると、最
初は「懐かしいなあ」
「踊れっ
かなぁ」と様子見をしていた地
元の人たちも１人、２人と踊り
に参加。最後はやぐらを囲んで
の大きな輪踊りとなりました。
※次㌻の「クローズアップ」で
詳しく紹介

９月の 納期
９月の市税の納期
国民健康保険税第３期

９月の夜間・休日窓口
庁舎の移転準備のため、９月は夜間・休日窓口を開
設しません。新庁舎での夜間・休日窓口開設について
は決まり次第お知らせします。
■場所・問い合わせ 市税務課収納係（☎68−9074）
※納期限内に納付が無い場合、督促状が送付されます。
督促状が届いた際は急いで納付してください
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腹帯夏祭り実行委員会の皆さんで記念撮影。右から４人目が会長の澤出清蔵さん。
右から３人目は、僕らの夏休みプロジェクト実行委員会事務局の佐山春さん

団が地元で寄付を募り︑お盆
の夜に３日連続で開く盆踊り
は︑地域住民にとって大切な
コミュニケーションの場だっ
た と い い ま す︒﹁ 花 笠 音 頭 と
かをみんなで踊るだけでも楽
しかった︒景品が当たるくじ
引 き も あ っ た ﹂ と 澤 出 さ ん︒
昭和 年に閉校した腹帯小学
校の校庭で行われていた盆踊
りは︑青年団の担い手不足や
時代の変化により途絶えてし
まった︑と寂しそうに振り返
ります︒
﹁腹帯に帰って来ても何も
ない﹂
︒お盆休みに帰省した
同級生らの言葉がずっと心に
ひっかかっていた澤出さん
に︑夏祭りの開催を提案した
のは学生団体﹁僕らの夏休み
プロジェクト﹂事務局の佐山
春さん
︵ ︶
でした︒平成 年
から同プロジェクトに参加
し︑毎年本市を訪れていた佐
山さんからの呼び掛けに応

25

え︑今年２月に腹帯夏祭り実
行委員会︵澤出清蔵会長︶を
設立︒宮古箱石道路安全協議
会の後援を受け︑僕らの夏休
みプロジェクト実行委員会と
共同で開催しました︒
祭 り で は 盆 踊 り を は じ め︑
屋台や花火など︑約 人の大
学生ボランティアが﹁チーム
腹帯﹂として運営に参加︒会
場になったのは４年前から同
地区に事務所を構え︑復興支
援道路工事に携わっている建
設業者の駐車場︒祭りの前日
には地域住民と工事関係者で
力を合わせ︑大きなやぐらを
組みました︒
３年ほど前に﹁腹帯を元気
にする会﹂を立ち上げ︑花見
などの催しを開いてきた澤出
さ ん︒
﹁ 腹 帯 地 区 は 昔 か ら︑
みんなで助け合って生きてき
た︒新里が元気になれば︑宮
古 は も っ と い い 町 に な る ﹂︒
そう確信しています︒

ま た 帰 っ て 来 た い 、と 思 え る 故 郷 に し た い
﹁ 腹 帯 万 歳︑
新里万歳︑宮古
市万歳﹂
︒８月
日に新里・腹
帯地区で開かれ
た﹁僕らの夏祭
り ﹂ の 会 場 は︑
温かな拍手に包
まれ幕を閉じま
し た︒
﹁みんな
楽しんでいる
し︑ 大 成 功 だ︒
やっぱり踊ると
熱くなるなぁ﹂
︒
万歳の音頭を
とった同地区区
長の澤出清蔵さ
ん
︵ ︶
は︑汗を
かいた目もとに
喜びをにじませ
ます︒
同地区で盆踊
りが行われたの
は︑
約 年ぶり︒
かつて腹帯青年
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CLOSE UP

9月のクローズアップ

学生ボランティアと共に「腹帯の盆踊り」を復活

腹帯夏祭り実行委員会

70

市民交流センター
貸室の利用申し込みの受け付けを
開始します

月 日から１月３日ま
■休館日
で︵その他﹆施設メンテナンスなど
で臨時休館となる場合あり︶
■ ホ ー ム ペ ー ジ︵ イ ー ス
トピアみやこ︶
https://

eastpia-miyako.jp

◆貸室の予約方法

10

新

集い、学び、語らう
にぎわいの拠点
「市民交流センター」

12

10

》

B
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イーストピアみやこは「 市役所
本庁舎」「 保健センター」「市民交
流センター」の３つからなる複合施
設です。いずれも 月１日㈪に一斉
に開館します。
ここでは、９月３日㈪から貸室の
予約受け付けが始まる「市民交流セ
ン タ ー」 を 紹 介 し ま す。「 市 役 所
本 庁 舎 」「 保 健 セ ン タ ー」 に つ い
ては次号以降の広報で紹介します。

《

10

新

新

30

12

市民交流センター内の各貸室の予
約 を ９ 月 ３ 日 ㈪ か ら 受 け 付 け ま す。
手続きの方法は次のとおりです。な
お９月中は、 〜 月利用分のみ受
け付けます︒
❶空き状況の確認
貸室の空き状況は電話やインター
ネットで確認できます。
【電話での確認方法】
９月中は市復興推進課︵９０８
９︶へ﹆ 月以降は交流センター事
務室︵☎�４１６６︶へ問い合わせ
てください。開庁・開館時間以外の
問い合わせはできません。
︻インターネットでの確認方法】
﹁イーストピアみやこ﹂のホーム
ページをご覧ください︵９月 日㈪
から確認可能︶。
❷利用許可申請書の提出
予約には申請書の提出が必要で
す。申請用紙は﹆９月までは市復興
推 進 課︵ 市 役 所 ３ 階 ︶﹆ 月 以 降 は
交流センター事務室︵同センター２
階︶で配布します。またホームペー
ジからダウンロードすることもでき
ます。

10

市民交流センター

新

﹁ 市 民 交 流 セ ン タ ー﹂ に は﹆ 講 演
会や式典などに利用可能な﹁多目的
ホール﹂をはじめ﹆各種貸室があり
㋻ ㋑ ㋫ ァ ㋑
ます。また公衆Ｗｉ Ｆ
— ｉが利用可
能で﹆テーブル・イスが設置された
共用スペースもあり﹆災害発生時は
避難者の一次避難場所としても利用
されます。
各室の壁のほとんどはガラス仕切
りとなっているので﹆活動の様子が
多くの人の目にふれやすく﹆興味・
関心を持ってもらうきっかけにもな
ります。さまざまな目的をもった人
が集い﹆新たな出会いが生まれる場
としてたくさんの人に利用してほし
い施設です。
センターの概要
■所在地 宮町一丁目１の
■開館時間 午前９時から午後９時
分まで
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市復興推進課拠点施設推進室（☎68−9089）
■問い合わせ

クロスデッキ
（自由通路）
新 保健センター

10月１日㈪から
利用
開始

９月３日㈪から
申込
受付

新 市役所本庁舎

400円

600円
1,200円

1,800円
音楽スタジオ１

400円

600円
音楽スタジオ２

500円

750円
運動スタジオ１

400円

600円
運動スタジオ２

600円

900円
創作スタジオ

400円

600円
和室１

400円

600円

和室２

300円

450円

1,000円

1,500円

100円

音楽スタジオで
使用可

200円

運動スタジオ利
用者対象

移転に伴う
市役所の業務について
１台

200円
ドラムセット

１台

１台

シャワー

１回

100円
アンプセット
電子ピアノ

効になることがありますのでご注意
ください。
❺許可証発行
使用料の納入を確認後﹆許可書を
発行・送付します。
※施設使用許可の権利を︑別の団体
などに譲渡または転貸することはで
きません
※多目的ホールの音響設備などを使
う場合は︑利用前にセンター事務局
との打ち合わせをしてもらいます
❻利用当日
利用許可書か受領済みの納付書を
事務室に提示してください︵提示が
ない場合は利用をお断りすることが
あ り ま す ︶。 利 用 後 は﹆ 利 用 前 の 状
態へ整理をしてから退室してくださ
い。
※附属設備を利用した場合は︑利用
後に交流センター事務室で精算をし
てください
※利用時間の延長は原則できません

市民交流センターの貸室の種類
やレイアウトは次の㌻で紹介

考
備

10

▶イーストピアみやこ
（宮町）
「新
内の「 新 市役所本庁舎」
保健センター」の業務は、10
月１日㈪から始まります。
▶現在の市役所本庁舎（新川
町）、分庁舎（本町）および
保健センター（小山田）での
業務は、９月28日㈮をもって
終了となります。
▶なお、９月29日㈯・30日㈰
の戸籍の届け出は現在の市役
所本庁舎（新川町）で当直の
者が受け付けます。

９１１８︶
③郵便で送付︵〒０２７・８５０１
住所不要・市民交流センター予約係
宛て︶
④メール︵
yoyaku@eastpia-miyako.
︶
jpに申請書データを添付し﹆メー
ルの件名を﹁市民交流センター予約
申請﹂として送信
※受付日に利用希望日が重複した場
合は抽選します︒受付日とは︑メー
ル・ファクスの場合は受信日︑窓口
の場合は来所日︑郵送の場合は受領
日をいいます
※利用時間は︑準備と後片付けの時
間も含んで申請してください
※受付期間外の申し込みは原則受け
付 け ま せ ん が︑ 空 き が あ る 場 合 は︑

会議室３

交流プラザ（貸切）

日前以降も随時受け付けます
※②〜④のいずれかで提出された場
合︑後日︑確認の電話をすることが
ありますので︑連絡先は必ず記入し
てください
※貸室では、入場料を徴収しての催
事や、物品販売・宣伝活動などの行
為はできません
❸利用決定
利用許可申請書の記載内容や﹆利
用希望日の重複がないか確認したう
え で﹆ ホ ー ム ペ ー ジ へ 掲 示 し ま す。
受付日に利用希望日が重複した場
合﹆事務局で抽選し﹆結果を申請者
に連絡します。
❹使用料納入
予約終了後﹆施設使用料の納付書
をお送りしますので﹆期限までに納
めてください︵納入期限はおよそ
日 後 ︶。 予 約 は 使 用 料 の 納 付 を も っ
て確定となります。期限までに納入
の確認ができない場合は﹆予約が無
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600円
多目的ホール

金

10

400円

h

会議室２

29

600円

30

400円

会議室１

料

予約受付期間は﹆利用する日の６
カ月前から 日前までです︵例＝
月２日に利用したい場合﹆申請でき
る の は﹆ ６ カ 月 前 の ４ 月 ２ 日 か ら﹆
日前の９月 日までの期間中で
す︶
。
※９月中は 〜 月利用分のみ受け
付け
申請書は必要事項を記入し﹆実施
内容がわかる資料を添えて﹆次の①
～④のいずれかで提出してくださ
い︒
①直接窓口に提出︵９月までは市復
興推進課﹆ 月以降は交流センター
事務室︶
②ファクスで送 信︵９月 日 ㈯ まで
は �９１２３﹆ 日㈰からは �

■附属設備使用料

12

18

14

10

17:00〜21:30

10

９:00〜17:00

称

位
単

称

名

料金（１時間あたり）
名

14

h

■貸室の使用料

C

14

市民交流センター貸室などの紹介
会議や運動、楽器演奏など、用途に合わせてお部屋を選んでください。
■問い合わせ 市復興推進課拠点施設推進室（☎689089）
１階見取り図
出入口
（西）

会議室１

●

１階

１階

会議室２

●

新 市役所本庁舎

新 保健センター

1F

会議室３

●

※見取り図は次号以降の広報で紹介
交流
プラザ

総合案内

出入口
（南）

まちの情報
プラザ
出入口
（東）

まちの情報
プラザ
まちの情報

防災
プラザ

２階見取り図

2F

多目的
ホール
新 保健センター

●

新 市役所本庁舎

音楽

● スタジオ１

２階

２階

※見取り図は次号以降の広報で紹介

●

音楽
スタジオ２

吹き抜け

●

運動
スタジオ１

● 運動

和室２

●

●

■
和室１

創作
スタジオ
●

スタジオ２

ふれあい
プラザ

ふれあい
カフェ

出入口
（北）

クロスデッキ
（自由通路）
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程度︵音響設備なし︶
■創作スタジオ
工作や手芸制作などの活動ができ
ます︒
▽規模＝約 平方㍍︑最大 人程度
▽設備＝作業台８︑イス ︑展示台
２
■和室１・２
お茶会や生け花︑囲碁︑将棋など
和室ならでは
の活動ができ
ます︒
●和室１
▽規模＝約
平 方 ㍍︑ 最 大
人程度
▽設備＝座卓
︑座布団 ︑
炉壇１口
●和室２
▽規模＝約 平方㍍︑最大 人程度
▽設備＝座卓６︑座布団
【共用スペース】
■ふれあいプラザ
子育て世代の交流を育むスペース
です︒岩手県産木材で製作した家具
やおもちゃなどがあり︑親子で自由
に遊べるます︒
■ふれあいカフェ
コーヒーなどの販売や︑軽飲食が
できるスペースです︒障がい者の就
労支援と社会参加を促すため︑市内
の障がい者団体に運営を委託しま
す︒営業日時は平日の午前 時から
午後２時までの予定です︒

32

やイベントなどの情報を掲示しま
す︒掲示申し込みは交流センター事
務室︵センター２階︶で受け付けま
す︒

●音楽スタジ
オ１
▽規模＝約
平方㍍︑最大
５人程度
▽設備＝ドラ
ム︑ ベ ー ス・
ギターアン
プ︑パワード
スピーカー︑マイクなど
●音楽スタジオ２
▽規模＝約 平方㍍︑最大７人程度
▽設備＝音楽スタジオ１の設備に加
え電子ピアノがあります
■運動スタジオ１・２
軽い運動や
エクササイズ
など体を動か
す活動ができ
ます︒可動間
仕切りを収納
すれば︑運動
ス タ ジ オ １・
２を合わせて
使うこともで
きます︵その
場合料金は２
室分必要︶︒
●運動スタジ
オ１
▽規模＝約
平方㍍︑最大 人程度
▽設備＝音響設備︑大型姿見
●運動スタジオ２
▽規模＝約１２０平方㍍︑最大 人
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２階
【有料の貸室】
■多目的ホール
各種講演
や式典など
で利用でき
ます︒可動
式客席や可
動式ステー
ジ︑大型ス
クリーンが
あります︒
▽規模＝約
２８２平方
㍍︑最大１
８０人程度
▽設備＝可
動式客席１
電動ステー
４４席︵８段︶
︑
イス席 席︑
ジ９㍍ ３㍍︑音響設備︵有線マイク
︑固定式
４本︑無線マイク最大 本︶
プロジェクター︑電動昇降スクリーン
２５０㌅
※客席を展開せずに平面のままでも
利用可能
■音楽スタジオ１・２
楽器やバンドの演奏練習などで利
用できる︑防音仕様の貸室です︒設
備のドラム︑電子ピアノ︑アンプの
使用には別料金が必要です︒

和室

96

65

28

30

28

14

32

12

12

11

音楽スタジオ

運動スタジオ

35

68

40 72

10

32

51

85

25

多目的ホール
（可動式客席設置時）

36

10

１階

30

【有料の貸室】
■会議室１・２・３
各種会議や打ち合わせなどに利用
できます︒会議室１・２は可動間仕
切りを収納すれば合わせて使うこと
もできます︵そ
の場合料金は２
室分必要︶
︒
▽ 規 模（ １ 室 ）
＝約 〜 平方
㍍︑最大 人程
度
▽ 設 備（ １ 室 ）
＝長机 ︑イス
︑ホワイト
ボード１
【共用スペース】
■交流プラザ
通常はフリースペースで︑待ち合
わせや談話などに利用できます︒作
品の展示など発表の場として占用し
て利用することもできます︵その場
合は使用料金が発生することがあり
ます︶
︒
■防災プラザ
東日本大震災の経験や教訓と復興
の経過︑過去の災害の歴史や資料な
どを紹介します︒デジタルサイネー
ジ︑ビデオコーナーや防災に関する
クイズなどで︑楽しみながら防災学
習をすることができます︒
■まちの情報プラザ
市民生活に役立つ情報︑市民活動
会議室
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地域の課題を一緒に解決しませんか
◎平成 年度の実施例
■事業名／内容 ▼まちのま
んなか・まんなかマルシェ・
ストリート事業／中心市街地
のにぎわい創出に関する実証
事業 ▼めざせ！元気なみや
こっ子食育教室／小学校での
郷土料理や栄養バランス指導
▼８０２０運動推進「みんな
の歯を磨き隊」／幼児への歯
磨き指導 ▼青少年自立支援
事業／ひきこもりからの自立
支援 ▼昭和思い出探し～宮
古の七夕・クリスマス・ひな
まつり～／イベントを通じた
商店街のにぎわい創出 ▼コ
ミュニティガーデン「花かお
る散策路」／植栽を利用した
憩いの場・地域の交流づくり
▼家庭訪問型子育て支援事業
／孤立化する子育て家庭への
訪問活動支援

■指定管理の期間 平成31年４月１日〜平成
36年３月31日（５年間）
■応募資格 県内に本社機能を有する主たる
事務所を置く法人（公益法人、特定非営利活
動法人など）
■応募期限 10月５日㈮
■応募方法 募集要項に基づいて書類を作成
し、市文化課まで持参のこと。
※募集要項は９月30日㈰まで市文化課で配布
します（月曜を除く）
。また、市ホームペー
ジ（Bhttp://www.city.miyako.iwate.
jp/bnka/bunkakaikan-siteikanri.
html）からもダウンロードできます
■事前説明会 ９月21日㈮午後２時から崎山
公民館多目的ホールで実施。出席する人は20
日㈭までに申し込みのこと。
■問い合わせ 市文化課（☎65−7526）

宮古市地域密着型サービス
ついて」
（800字程度）を郵送・
運営委員会委員を兼務し、高
ファクス・電子メールまたは
齢者福祉に関する事業や介護
持参により提出
保険事業の進行管理、計画策
※応募用紙は市介護保険
定について審議する委員です。 課（ 本 庁 舎３階 ）で 配 布 す
■応募資格
る ほ か、 市 ホ ー ム ペ ー ジ
❶18歳以上で市内に引き続き （B h t t p : / / w w w .
３カ月以上住所がある人
city.miyako.iwate.
❷市のほかの審議会などの委
jp/kaigo/kaigo_
員を兼職していない人
iinnbosyuu.html）
❸市の高齢者福祉に関心を
からもダウンロードできます
持っている人
■募集期間 ９月３日㈪〜14
■募集人数 １人
日㈮
■任期 平成30年10月から３
■応募先 市 介 護 保 険 課 い
年間
きいきライフ推進室（〒027
■応募方法 応募用紙と小論
−8501住所不要、☎68−9085、
f62−7422）
文「これからの高齢者福祉に

市民文化会館の指定管理者を募集
「宮古市いきいきシルバーライフ推進協議会」委員募集

提案型事業を募集します

と連携・協力して行う事業です。
■対象となる事業 地域の身
近 な 課 題 を 解 決 す る も の で、
市と協働で行うことにより課
題解決できるもの
■対象とならない事業 ▽営
利を目的としたもの ▽政治、
宗教、選挙活動に関するもの
▽他の助成を受けている事業
など
■問い合わせ 市環境生活課
協働安全係（☎９０８０）
【共通】
■対象となる提案者 ▽地域
自 治 組 織（ 町 内 会、 自 治 会、
区など） ▽５人以上で構成
する市民活動団体 ▽事業者
■用意する物
❶宮古市提案事業企画提案書
❷団体に関する書類
※詳細は市ホームページ（

A
http://www.city.miyako.iwate.jp/
）や
kankyo/teian.html
市環境生活課、各総
合事務所・出張所・
公民館で公開している応募要
項などを確認してください
■応募期限 ９月 日㈫

今年７月に実施したテーマ設定型事業「まん
なかマルシェ・たなばたの星まつり」

平成 年度に実施しようとする提案型事業（テーマ
設定型および自由提案型）を募集します。
【テーマ設定型事業】
市が課題とする次のテーマ
について、民間ならではの発
想やノウハウを生かし、市と
協働して解決策を検討する事
業です。
■テーマ 中心市街地のにぎ
わい創出に関する市民参加型
実証事業の実施
■課題
月から宮古駅南側
に開設する「イーストピアみ
やこ」と今の市庁舎の移転後
の用地を含む『まちなか』の
過ごし方についての提案
■事業概要 「まちを育てる」
ことの研修、活動提案、実証
事業の実施
■予算額 １５０万円以内
■役割分担 【団体】ワーク・
ショップの企画運営や実証事
業の実施など 【市】開催周
知、参加者募集など
■問い合わせ 市復興推進課
拠点施設推進室
（☎９０８９）
【自由提案型事業】
市民活動団体などが発見し
た地域の課題を解決するため、
団 体 な どが 事 業 を 提 案 し、市
18

31

10

29

市営建設工事の発注状況のお知らせ（７月着工分）

今年７月に着手した建設工事について、お知らせしま
す。建設工事の入札結果や契約の状況は、
市のホームペー
ジ（B http://www.city.miyako.iwate.jp/index/jigyosya/
工事名

23災1221号市道沼の浜青の滝線道路災害復旧
（その２）工事
荒巻笹見内地区道路整備（護岸）工事
近内地区１号２号公園トイレ設置工事

津軽石中学校高圧受変電設備更新工事

sieikensetukouji_kekka.html）でも公表しています。
■問い合わせ 市契約管財課契約検査係（☎68−
9070）

場所

工事期間

田老字青の滝地内 H30.7.6 ～ H31.3.15
重茂第23地割地内 H30.7.6 ～ H31.3.15

近内４・５丁目地 H30.7.6 ～ H30.11.2
内
津軽石地内
H30.7.6 ～ H30.12.2

田老第一中学校高圧受変電設備更新工事

田老字館が森地内 H30.7.6 ～ H30.12.2

プレハブ倉庫解体工事

田老字館が森地内 H30.7.6 ～ H30.10.3

宮町地区配水管布設工事

宮町一丁目地内

田老公民館高圧電気設備改修工事

新里簡易水道（倉ノ沢）災害復旧工事

田老字館が森地内 H30.7.6 ～ H30.10.3

H30.7.7 ～ H30.10.12

刈屋第10地割地内 H30.7.7 ～ H31.3.15

契約金額(円)

請負者

工事担当課

79,023,600 ㈱菊地建設

建設課

65,100,240 ㈱小山田組

建設課

17,647,200 堀内工務店

都市計画課

8,981,280 ㈱旭電気工業

教委総務課

8,856,000 ㈱旭電気工業

生涯学習課

17,258,400 ㈱村山電機商会 教委総務課
3,601,800 アート工業㈱

4,860,000 ㈱菊地建設

42,120,000 角登設備㈲

田老総合事
務所
経営課
経営課

樫内漁村再生事業集荷施設整備工事

田老字西向山地内 H30.7.13 ～ H30.11.9

19,224,000 ㈱キクチ工務店 水産課

樫内地区漁村再生（落石防護網）工事

田老字西向山地内 H30.7.13 ～ H31.2.28

30,240,000 ヤマキ総業㈱

水産課

宮古市魚市場（既設棟）改修（建築）工事

臨港通地内

24,732,000 東海電業㈱

水産課

松山線道路改良工事に伴う水道施設移設工事

松山第８地割地内 H30.7.14 ～ H31.3.11

H30.7.20 ～ H31.3.15

宮古市魚市場（既設棟）改修（電気設備）工事 臨港通地内

H30.7.20 ～ H31.3.15

宮古市魚市場（既設棟）改修（機械設備）工事 臨港通地内

H30.7.20 ～ H31.3.15

磯鶏小学校太陽光発電設備設置工事

田老第三小学校太陽光発電設備設置工事

田老字星山地内

上村二丁目地内

H30.7.27 ～ H31.1.22

新里小学校太陽光発電設備設置工事

刈屋地内

H30.7.27 ～ H31.1.22

宮蘭フェリー

「宮古市民号」
第３弾！
宮古室蘭フェリーの利用促進と、両市の交
流活性化のため、市が市内旅行会社に企画を
委託したフェリーツアー「宮古市民号」
。最
後となる第３弾は、三陸鉄道株式会社が次の
とおり実施します。参加を希望する場合は問
い合わせてください。
■期日 10月25日㈭〜28日㈰
■対象 宮古市民
■価格／ツアーコース 59,800円／地球岬・
洞爺湖・札幌ビール園・オルゴール堂など
■問い合わせ 三陸鉄道株式会社（☎62 −
8900）

フェリーで行く北海道の旅です
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H30.7.27 ～ H31.1.22

7,516,800 ㈲マツモト機材 経営課
工業
78,548,400 陸中建設㈱
水産課

124,200,000 ㈱太平エンジニ 水産課
アリング宮古営
業所
23,112,000 小山田電業㈱ 教委総務課

23,220,000 ㈲オイカワ設備 教委総務課
企画
23,306,400 ㈲オイカワ設備 教委総務課
企画

日本フィルハーモニー交響楽団による音楽ワークショップ
レ

「ド・霊・ミ!?

♪

オバケとの冒険！」

日本フィルハーモニー交響
楽団が今年も宮古にやってき
ます。
今回は崎山貝塚縄文の森
ミュージアムの展示物をイ
メージした音楽作り体験を実
施します。楽器の経験がなく
てもプロの音楽家がしっかり
サポートします。
また、交響楽団によるミニ
コンサートも行われます。
【音楽ワークショップ】
■日時 ９月29日㈯午前10時
〜午後４時30分
■場所 崎山貝塚縄文の森
ミュージアム
■講師 マイケル・スペンサー
（日本フィルハーモニー交響
楽 団 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン・
ディレクター）と団員
■対象 小学４〜６年生

©山口敦

音楽作りに挑戦してみませんか

■定員 先着30人
■参加料 無料
■申込期限 ９月21日㈮
【ミニコンサート】
申し込み不要で誰でも鑑賞
できます。入場無料です。
■日時 ９月29日㈯午後５時
■場所 崎山公民館（崎山貝
塚縄文の森公園複合施設内）
【共通】
■申し込み・問い合わせ 市
文化課文化係（☎65−7526）

まちの話題

港を心待ちにしていた︒艦の一般公
開も行うので︑ひとりでも多くの方
に来ていただきたい﹂とあいさつし
ました︒
一般公開は７月 日と 日の２日
間行われ︑公開初日の 日は開始時
間前からたくさんの人が行列をつく
りました︒護衛艦に乗った市民らは
艦橋や船の装備品︑
哨戒ヘリコプター
を見学したり︑記
念撮影コーナーで
写真を撮ったりし
ました︒また︑ふ
頭で行われた陸上
自衛隊の車両展示
や自衛隊のグッズ
販売︑子どもたち
が自衛隊員などの
衣装を着て写真撮
影できるコーナー
も多くの人でにぎ
わいました︒
護衛艦を見るの
は小学生のころ以
来という宮古工業
高校機械科２年の
そう き
伊藤爽希さんと大
ゆう せい
堀雄生さん︑宮古
高校２年の笹平健
太さんの３人の男
子は﹁溶接技術も
高くて︑このよう
な船を作れたらす
ごい﹂と胸をふる
わせていました︒

ゆったり時間を過ごす

湯ったり館入館２００万人達成

新里産業開発公社が運営する交流
促進センター﹁湯ったり館﹂は７月
日︑平成８年８月にオープンして
以来の入館者が２００万人を達成し
ました︒記念すべき２００万人目の
入館者は︑盛岡市から友人や帰省中
の娘・孫と６人で訪れた宮野茂樹さ
ん︒宮野さん一家には山口公正社長
から感謝状が︑山本正德市長から記
念 品 が 贈 呈 さ れ ま し た︒ 茂 樹 さ ん
は﹁突然のことで驚いた︒湯ったり
館はゆったりと過ごせることろが好
き︒疲れも取れる﹂と話しました︒

29

たすきで思いをつなぐ

26

27
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未来への道・千㌔縦断リレー

青森県から東京都まで︑東日本大
震災の被災地をランニングと自転車
でつなぐ﹁未来︵あした︶への道・
１０００㌔縦断リレー﹂のたすきは︑
７月 日に宮古市に届けられ︑ 日︑
次の中継地である陸前高田市に向け
て出発しました︒
市民も参加した﹁ふれあいランニ
ング﹂では︑ゲストランナーで元オ
リンピック選手の山口美咲さん︵競
泳︶
・鹿島丈博さん︵体操︶とともに︑
本市の小学生らが市内商店街を走り︑
沿道の人たちに元気を送りました︒

山口公正社長から感謝状の贈呈を受ける宮野茂樹さん（右）

22

21

護衛艦見学、興味津々

12

「うみぎり」
「とね」一般公開
海 上 自 衛 隊 の 護 衛 艦﹁ う み ぎ り ﹂
と﹁とね﹂が７月 日に出崎ふ頭に
寄港し︑入港歓迎式典が行われまし
た︒式典では両艦が所属する第 護
衛隊の平田利幸司令が﹁宮古への入

21

乗組員から護衛艦の装備品の説明を受ける見学者

21

ゲストランナーを先頭に沿道を走った「ふれあいランニング」

■市ホームページやフェイスブック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

代表あいさつをする重茂中３年の伊藤幸大さん

室蘭市を訪れ交流育む

31

粘土で思い思いの形を作った土偶作り体験

体験通して交流深める

40

小学生リーダー研修会

﹁宮古市小学生リーダー研修会﹂
が８月４日に行われました︒研修会
には宮古市の小学生に加え︑室蘭市
の小・中学生︑高校生など約 人が
参加︒田老地区で宮古観光文化交流
協会の﹁学ぶ防災﹂を体験したほか︑
岩手県立水産科学館での施設見学や
崎山貝塚縄文の森ミュージアムでの
土偶作り体験などを行いました︒
学ぶ防災では︑子どもたちは防潮
堤の上で東日本大震災津波の説明を
聞き︑その後たろう観光ホテル内で

津波の映像を視聴︒津波が家々を飲
み込む衝撃的な映像に驚き︑息を止
めて見ていました︒室蘭市立みなと
小学校５年生の篠崎未來さんは﹁津
波の映像を見て︑津波の速さにびっ
くりした︒室蘭に帰ったらお母さん
にも津波のことを教えたい﹂と話し
ました︒
縄文の森ミュージアムでは施設見
学のあとに粘土を使って土偶作りを
体験︒ほかの子の作品と見比べなが
ら自分だけの土偶を作りました︒藤
原小学校６年生の大井一誠くんは
﹁室蘭の小学生とも友達になること
ができて楽しかった﹂とうれしそう
な笑顔を見せました︒
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宮古市・室蘭市生徒交流事業
宮古市内の各中学校の生徒代表
人が８月２日︑室蘭市に向けて出発
しました︒宮蘭フェリー就航を記念
した生徒交流事業によるもので︑市
役所で行われた出発式には保護者な
ども見送りに駆け付け︑重茂中３年
の伊藤幸大さんが代表あいさつで
﹁ 室 蘭 で 見 て 学 ん だ こ と を︑ 地 域 や
学校に伝え︑自分自身の成長に生か
したい﹂と今回の交流にかける思い
を述べました︒室蘭市では︑生徒ら
は地元中学生との意見交換会や市内
見学などを行いました︒

たろう観光ホテル内で津波映像を見る宮古市・室蘭市の子どもたち

良かった点や反省点など活発に意見が出された意見交換会

22

次回に向けて振り返り
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市民劇上映・意見交換会
今年２月に市民文化会館で上演さ
れた︑みやこ市民劇第１回公演﹁拓
け︑いのちの道を〜鞭牛和尚の挑戦
〜﹂の録画作品上映・意見交換会が︑
７月 日に同館で行われました︒
第１回公演の関係者を対象とした
上映会で︑約 人が出席︒上映後に
は︑第２回公演の平成 年度実施が
発表され︑出席者は意欲を高めてい
は づき
ました︒
参加した田村葉月さんは
﹁録
画されたものを見て良かった所や反
省点に気づいた﹂
と話し︑
久々に会っ
た仲間と感想を語り合っていました︒
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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

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、☎62−0884）
●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 ●持ち物＝上履き、飲み物 ※
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
催し名
にこにこルーム川井
キッズ田老
ぽかぽかランド
赤ちゃんサロン

日時
４日㈫10:30～11:15
13日㈭10:00～11:00
20日㈭10:00～11:00
25日㈫10:00～11:00

場所
川井保健センター
田老公民館
山口公民館
山口公民館

内容
手遊び、ふれあい遊びなど
手遊び、ふれあい遊びなど
手遊び、ふれあい遊びなど
手遊び、ふれあい遊びなど

対象児など
０～６歳児
０～６歳児
１～６歳児
生後３～㆒㆓カ月

つどいの広場「すくすくランド」 （キャトル宮古５階、☎63−8061）
●開設日＝毎日 ●開設時間＝午前10時～午後６時 ●持ち物＝上履き、飲み物
催し名
期日
ぞうさんのミミの会「絵本の読み聞かせ」
７日㈮・21日㈮
健康相談会「乳がん・子宮がん予防」
（講師＝市保健師）
６日㈭
赤ちゃんのつどい「手作りおもちゃ」
14日㈮
わいわいタイム「運動会ごっこ」
（汗拭きタオル持参）
20日㈭
ばあばの読み聞かせ会「絵本の読み聞かせ」
27日㈭
親子ふれあい遊び「手作りおもちゃ」
28日㈮
※９月10日㈪はキャトル定休日によりお休みします

時間
11:15～11:30
11:15～11:45
11:00～11:45
10:30～11:30
11:20～12:00
10:45～11:30

場所

対象児など
０～６歳児
すくすく 子育て中の親子
ランド 生後３～㆒㆒カ月
(キャトル ０～６歳児
宮古５階) ０～６歳児
１～６歳児

つどいの広場「ひよこクラブ」 （認定こども園宮古ひかり内、☎62−6845）
●開設日＝毎週月～土曜日
催し名
ひかりんぴっく
（運動
会）に参加しよう！
８月・９月生まれの
誕生会

●開設時間＝午前９時～午後２時

●持ち物＝上履き、飲み物

日時
22日㈯
10:00～

場所
内容
対象児など
山口小学校校庭（雨 未就学児対象の競技に参加して楽しみま
０～６歳児
天時は体育館）
しょう
８月・９月生まれのお友達をお祝いしま
ひよこクラブ
27日㈭
しょう（誕生児は㆒⓼日㈫までに申し込み ０～６歳児
11:00～11:30 （宮古ひかり）
のうえ、午前㆒₀時叅₀分までに来場のこと）

つどいの広場「のびっこクラブ」（認定こども園そけい幼稚園内、☎62−8678）
●開設日＝毎週月・水・土曜日 ●開設時間＝午前９時～午後３時（土曜日は２時まで） ●持ち物＝上履き、飲み物
催し名
９月生まれの誕生
会
楽しく踊ろう！
園の運動会に参加
しよう！（※）

日時
10日㈪
10:30～11:15
12日㈬、19日㈬
11:00～11:40
23日㈰
9:50～11:00

場所
のびっこクラブ
（そけい幼稚園）

内容
９月生まれのお友達をお祝いしましょう

対象児など
０～６歳児

親子でリズムに合わせて楽しく踊りましょ
０～６歳児
う（園の運動会で踊る曲も練習します）
県立大学宮古短期 未就学児対象の競技と踊りに参加しよう
０～６歳児
大学部
（競技のみの参加も可能）

※雨天時は午前10時10分から、県立大学宮古短期大学部で行います
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9
め

い

三村明慈ちゃん
今月で１歳です

ほっぺがかわいい妹のめい
ちゃん。
おままごとでキッチン
ごっこして、いっぱいあそぼ
うね。
（けんくん）

はや と

及川颯仁ちゃん
今月で１歳です

１歳のお誕生日おめでとう☆ いつ
もニコニコ笑顔の颯仁に家族みん
なが癒されてるよ♪ たくさん食べ
てすくすく元気に育ってね！（家族）

あお と

浜田碧士ちゃん
今月で２歳です

ニコニコ笑顔が可愛いあおちゃん}♡
いろんな事が出来る様になって来た
ね！ これからの成長も楽しみにしてる
よ☆ お誕生日おめでとう♡♡（家族）
応募
方法

しゅう か

ゆう ま

齊藤朱 花ちゃん

岩崎優麻ちゃん

今月で１歳です

今月で１歳です

お誕生日おめでとう♡ 家族み
んなしゅうちゃんの笑顔に癒さ
れているよ♡ これからも一緒
に楽しい事しようね!!  （家族）

ほ の か

信夫穂風ちゃん
今月で１歳です

わが家のアイドル☆ ほのちゃん1歳
の誕生日おめでとう！ かわいい笑
顔にパパとママは癒されてるよ♡
元気にすくすく育ってね♪（父、母）

み

ゆ

野村実佑ちゃん
今月で１歳です

お誕生日おめでとう♪ 実佑ちゃ
んの笑顔は家族みんなを幸せに
してくれます。いつもありがとう☆
元気いっぱいに育ってね！（家族）


り い な

佐々木莉那ちゃん
今月で２歳です

食いしん坊でおてんばな
りいちゃん。
これからもす
くすくと成長してね ^ _ ^
 （パパ、
ママ、
にいに）

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。

子育て支援情報をモバイルメールで配信中（毎月 日）

市立保育所の園庭を開放します
11月までの第３水曜日に市保育所の園庭を
開放しています。利用方法など詳細は、利用
したい保育所にお問い合わせください。
■９月の開放日時
９月19日㈬午前10時〜11時30分（雨天中止）
■用意する物
帽子、麦茶などの飲み物

⓭
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ゆ

い

りん た ろう

阿曽沼結衣ちゃん

湯田凜太郎ちゃん

今月で１歳です

今月で１歳です

１歳のお誕生日おめでと １歳 の 誕 生日おめでと お兄ちゃんのことが大好きで、
う☆ 笑顔で皆に愛される う！ これからもすくすく 食いしん坊な凜ちゃん、お誕
子です！ 優しく、
元気いっ 元気に育ってね。
（家族） 生日おめでとう!! 元気にすく
ぱいに育ってね!! （家族）
すく大きくなってね♡ （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、
市秘書広報課（市役所４階）にお届けください。
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。数日経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。
10月生まれの子どもの写真は、９月10日㈪必着でお願
いします。
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HAPPY
BIRTHDAY

ま おり

ゆ ず な

田澤茉織ちゃん

佐藤柚愛ちゃん

今月で１歳です

今月で２歳です

まおちゃんお誕生日おめでとう☆ 生
まれてきてくれてありがとう♥ いっ
ぺー食って、でっかぐなれよぉー !!

（パパちゃん、ママちゃん）

くれ は

石川紅晴ちゃん
今月で２歳です

２歳のお誕生日おめでとう‼︎ くれちゃ
ん、いつも笑顔で皆を癒してくれるね
^ _ ^ ねぇねに負けずにいっぱい食べ
て、遊んで、寝て大きくなーれ‼︎（家族）

いつもニコニコ笑顔のゆず、
お誕生日おめでとう！ これ
からも大好きなお歌、
いっぱ
い歌おうね♡ （パパ、
ママ）

う い か

か な た

福島羽架ちゃん

畠山叶大ちゃん

今月で２歳です

今月で２歳です

元気いっぱい甘えん坊のういちゃん！ 家 いつも明るくて元気な叶大
族親戚みんなういちゃんが大好きです！ くん。
これからもよろしくね！
お姉ちゃんになるの楽しみだね♡ いつも （お父さん、お母さん、葵叶ちゃん）
ありがとう！ 頼りにしてるよ！ （家族）

乳幼児期家庭教育学級交流会

親子ふれあい音楽あそび♪
●日時 ９月21日㈮
午前10時～11時
●場所 市民総合体
育館 多目的体育室
●講師 智田邦徳氏
（音楽療法士）
●対象 生後６カ月以上の未就学児とその保護
者
※託児あり。希望者は申込時に連絡のこと
●参加料 無料
●持ち物 飲み物、上履き、汗ふきタオル
●申込期限 ９月13日㈭
●申し込み 市生涯学習課（☎68−9119）

康プラザ

健康相談日程
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

牛伏農産物加工セン ▶骨密度測定（※）
宮 9/10 10:15
〜11:15 ター
▶講話「骨粗しょう症について」
古 ㈪
末角コミュニティー
川 9/11 10:00
▶講話「お口の健康について」
〜11:30 消防センター
井 ㈫

（※）素足になれる服装でお越しください

献血にご協力を 〜広げよう、献血の輪〜
400㍉㍑献血のみの実施で ■献血車運行日
す。献血は、命を救うために 期日
時間
場所
欠かすことのできない大切な 9/9 10:45〜12:30
マリンコープDORA
㈰ 14:00〜16:30
ボランティアです。皆さまの
ご協力をお願いします。
9/10 9:30〜11:30 三陸国道事務所
■献血できる人
㈪ 13:30〜16:30 県立宮古病院
体重が50㌔以上の、17歳から 9/11 9:30〜11:30
シートピアなあど
69歳までの男性と18歳から69
㈫ 13:00〜15:30
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 市環境生活課協働安全係（☎68−9080）

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（西町一丁目６の２）
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 ９月の毎週日曜日と９月17日㈪、24日㈪
■受付時間 午前９時～午後５時
■診療科目 内科、外科
■問い合わせ 休日急患診療所（☎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。電話を入れてから来院してくだ
さい。
■診療日／当番歯科医療機関
▷９月17日㈪／林歯科クリニック（西町一丁目７の38、☎63−8743）
▷９月24日㈪／伊藤歯科医院（小山田二丁目７の69、☎71−2288）
■受付時間 午前９時～午後３時

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 ９月21日㈮午前10時30分～ 11時30分
■場所 マリンコープDORA ２階会議室
■問い合わせ 市介護保険課いきいきライフ推進室（☎68−9126）

宮古保健所から

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、HTLV−１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、HTLV−１の各検査は10
日後以降に結果を通知します。
■日時 ９月11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 ９月11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
●自殺関連こころの相談
ストレスや不眠などの悩み、自
死遺族などの相談に保健師が応じ
ます。
■日時 ９月13日㈭午前10時〜正
午 ※前日までに要予約
■場所 宮古保健所
●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 ９月13日㈭午後１時30分
※11日㈫までに要予約
■場所 宮古保健所
■対象 精神科・心療内科を受診
したことがない人
●酒害相談（原則毎月第３水曜日）
ま さ ほ

酒害相談員（袰地允穂氏・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。
■日時 ９月19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
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「ほいくのしごと」
出張相談会
■日時 ９月13日㈭午前11時〜
午後２時
※予約者優先
■場所 市総合福祉センター
■内容 保育士経験があるコー
ディネーターによる相談会
■対象 保育士資格所有者で保
育の仕事をしていない人、保育
士資格の取得を考えている人
■相談料 無料
■予約・問い合わせ 岩手県保
育士・保育所支援センター（☎
019−637−4544）

「介護のしごと」
臨時出張相談会 in 新里
■日時 ９月12日㈬午後１時〜
３時
■場所 新里生涯学習センター
■内容 介護の仕事内容や資格
の取得方法などに関する相談会
■対象 福祉の職場に関心があ
る人、就職希望者
■参加料 無料
※申し込み不要
■問い合わせ 岩手県福祉人材
セ ン タ ー 宮 古・ 舘 洞（ ☎080−
8201−0199）

カラダの「ゆがみ改善」講座
〜左右のバランスを整えて
健康な体づくり〜

■日時 ９月24日㈪午前10時〜
午後０時30分
■場所 勤労青少年ホーム
■講師 山根利雄（カイロプラ
クティック楽幸院長）
■定員 10人
※託児希望者は９月17日㈪まで
に要相談
■参加料 300円
■用意する物 動きやすい服装、
タオル
■申し込み 勤労青少年ホーム
（☎62−7712）
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母子健康手帳の交付・妊婦教室
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 ９月７日㈮、14日㈮
■時間 午後１時15分～２時30分（最終受け付けは１時30分まで）
■場所・問い合わせ 宮古保健センター

各種健康診査・がん検診日程
期日
9/3 ㈪
〜9/4 ㈫

受付時間
場所
健診・検診名
9:30〜11:00
西ヶ丘地区センター 各種健診
13:00〜14:00
9:00〜10:30
フラットピアみやこ 乳がん、大腸がん
9/4 ㈫
13:00〜14:00
グリーンピア三陸み 各種健診、胃がん、肺がん、大
7:00〜 9:30
やこ多目的アリーナ 腸がん
9/5 ㈬
9:00〜10:30
シートピアなあど 乳がん、大腸がん
13:00〜14:00
9/6 ㈭
各種健診、胃がん、肺がん、大
7:00〜 9:30 田老公民館
腸がん
〜9/8 ㈯
9/17 ㈪
9:00〜10:30
フラットピアみやこ 乳がん、大腸がん
〜9/18 ㈫ 13:00〜14:00
9/18 ㈫
9:30〜11:00
千徳体育館
各種健診
〜9/21 ㈮ 13:00〜14:00
▷各種健診とは、さわやか健診（16〜39歳）
、国保特定健診・他保特定健診（40
〜74歳）、75歳以上健診、健康診査（40歳以上の生活保護受給対象者）です
▷肝炎、前立腺がん、歯周病の各検査は各種健診の際に受診できます

宮古地区の結核健康診断日程
「肺がん検診」
「人間ドック」を受けていない65歳以上（平成31年３月
31日時点）の人を対象に、胸のレントゲン撮影を行います。
■問い合わせ 宮古保健センター
期日

時間
場所
9:00〜 9:10 上根井沢集会所

9:30〜 9:40 佐々木惣一氏宅前

10:10〜10:25 荷竹自治会館

9/3 10:50〜11:10 払川地区会館
㈪ 11:30〜12:00 津軽石公民館

期日

9/11
㈫

13:10〜13:30 21分団屯所

13:50〜14:10 金浜老人福祉センター
14:30〜14:50 高浜地区センター

9:00〜 9:20 八木沢農村センター

9:50〜10:30 市営八木沢団地集会所

9/4
10:50〜11:20 宮古商業高校
㈫
11:40〜12:00 磯鶏公民館

9/12
㈬

13:30〜14:10 市役所車庫前駐車場
9:00〜 9:50 ローソン宮古千徳店

10:30〜10:45

牛伏農産物加工セン
ター

9/13
㈭

9/10 11:05〜11:20 花原市林業者センター
㈪
ファミリーマート宮
11:40〜12:00
古根市店
9/14
㈮
13:30〜13:50 上鼻自治会館
14:15〜15:00 勤労青少年ホーム

時間
9:00〜 9:15
9:30〜 9:40
10:05〜10:15
10:40〜10:55
11:20〜11:35
13:00〜13:15
13:35〜14:00
9:00〜 9:40
10:10〜10:20
10:40〜10:50
11:00〜11:10
11:20〜11:30
13:20〜13:30
14:00〜14:10
14:30〜14:40

場所
姉ヶ崎地区センター
山内憲人氏宅前
大沢地区会館
崎山中学校
崎山公民館
山本タイル店前
ほほえみの里駐車場
宮園自治会センター
臼杵集会所
田代林業者センター
君田部落集会所
落合地区会館
箱石林業者センター
佐々木喜一氏宅前
吉田佐助氏宅前
岩手県宮古合同庁舎
9:00〜11:30
（五月町）
中央公民館分館（保
13:00〜13:50
久田）
14:20〜15:00 宮古保健センター
9:00〜 9:40 山口公民館
10:10〜11:00 フラットピアみやこ
11:30〜12:10 山口団地集会所
岩手塩元売㈱宮古営
13:30〜14:00
業所

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：
「これからの防災」
『天災から日本史を読みなおす』
磯田

道史（著）

新
里

グループホームおもつべ 14日 13:00〜 13:30
（14日のみ）
28日
13:00〜 13:30
田老第三小学校前
㈮
（28日のみ）

田

史料に残された
災いの記録をひも
とくと、もう一つ
の日本史が見えて
くる。大地震、噴
火、台風など、災
害から命を守る先
人の知恵を紹介し
ています。

4 ９月22日㈯午前11時、午後２時
移動図書館車
▶「ねぎぼうずのあさたろう～謎の 「なぎさ号（田老・新里）」「しらかば号（川井）」
９月の運行日程
ゆうれい屋敷～」
（26分）
5 ９月29日㈯午前11時、午後２時
場
所
運行日・駐車時間
▶「ドナルド・ダック～ドナルドの
カメラ大好き～」
（８分）
、
「おじゃ
11:00〜 11:15
刈屋・澤口氏宅前
る丸スペシャル～マロがおじゃ
11:30〜 11:45
刈屋・高橋理容所前
13日
13:10〜 13:30
新里中学校前
る丸でおじゃる／月からおとうと
27日
13:45〜 14:00
愛福祉会前
ふってきた〜」
（15分）
㈭
14:15〜 14:30
茂市駅前
◇おはなし会（こども図書室）
14:45〜 15:00
蟇目駅付近
期日＝９月の毎週土曜日
時間＝午後２時30分
内容＝絵本・紙芝居の読み聞かせ、
末前･伝承館前
11:15〜 11:30
折り紙遊び

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
■９月の休館日 ●市立図書館・川井分室･･･月曜日（17日、24日は開館）
、18日㈫、
25日㈫
●田老・新里分室･･･月曜日
■開館時間

老

『いつ大災害が起きても家族で生き延びる』
小川

光一（著）

新里分室

【特集】
「お月さまの本」
月にまつわる本を紹介します。

門馬出張所前

10:05〜 10:20

区界団地住宅

19日 10:50〜 11:00

野崎商店前

ウォーキングセンター
大倉氏宅前

10:30〜 10:40

㈬

市立図書館屋根の
改修工事を行っています

11:05〜 11:15
11:20〜 11:40
11:45〜 12:00

「道の駅」区界高原

（北上山地民俗資料館内）

やまびこ産直館

12:50〜 13:00

川井中学校

13:10〜 13:45

川井小学校

13:05〜 13:45

特産品加工施設
箱石駅前
好心寺前
箱石地域振興センター

14:00〜 14:05

20日 14:15〜 14:25
㈭

小国出張所前

大久保バス停付近
片巣御供養様前

14:45〜 14:55

9:55〜 10:10

赤沢集会所前

上湯沢集会所前

14:30〜 14:40
15:10〜 15:20

ユーニット前

川井・小国・江繫

10月中旬まで市立図書館屋根
の改修工事を行っています。敷
地内に作業足場を設置する場合
などがあります。あらかじめご了
承ください。なお工事による開館
時間などの変更はありません。
■問い合わせ 市立図書館

9:40〜 9:55

松草氏宅前

川井分室

【特集】
「お月さまの絵本」
月にまつわる絵本をたくさん
紹介します。

9:20〜 9:30

平津戸

箱石

◇展示コーナー特集「自然につい
て知ろう」
（こども図書室前）
天気、防災の本やおはなしを集
めました。
◇こども映画会（視聴覚室）
1 ９月１日㈯午前11時、午後２時
▶「ウォルト・ディズニー名作ア
ニメ集 ちいさな家」
（９分）
、
「き
もだめしのばん」
（15分）
2 ９月８日㈯午前11時、午後２時
▶「ふるさと再生日本の昔ばなし⑯
～涙を流した鬼の面／星の火」
（15
分）
、
「おれたち、ともだち！～あし
たもともだち～」
（13分）
3 ９月15日㈯午前11時、午後２時
▶「年中行事アニメーションシリー
ズ～おじいちゃんはボクのヒーロー
～」
（10分）
、
「こどもにんぎょう劇
場⑨ ～一休さん～」
（15分）

【特集】
「手づくりの小物」
かわいくて、おしゃれな手作り
小物の本を紹介します。

（新里生涯学習センター内）

14:20〜 14:35

三王災害住宅10号棟付近

区界・川内

防災のプロが
事前に備えてほし
いことや災害が起
きた瞬間にするべ
きことをわかりや
すく紹介していま
す。

田老分室

（田老公民館内）

10:20〜 10:35

21日 10:40〜 11:00
㈮

11:05〜 11:15
11:25〜 11:35
13:05〜 13:45

川井小学校
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各 種 無 料 相談

〜一人で悩まずに〜

９月の無料相談会の日程です。気軽にご利用ください。

９月の各種無料相談（★は要予約）

相

談

★弁護士相談
人権
相談

行政
相談

日

時

場

予約・問い合わせ

毎週木曜日／午前10時〜午後３時 市市民相談室（市役所１階、☎68−9081）

宮古 毎週水曜日／午前10時〜午後４時 盛岡地方法務局宮古支局 盛岡地方法務局宮古支局（小
山田、☎62−2337）
川内地域振興センター
川井 26日㈬午前10時〜正午
宮古 11日㈫午前９時〜正午

市市民相談室（市役所１階、☎68−9081）

田老 12日㈬午後１時30分〜３時30分

田老総合事務所（☎87−2111）

★川井 26日㈬午前10時〜正午
※人権相談と同時開催

公証人相談
（遺言相談）

川内地域振興センター

18日㈫午前９時〜正午

川井総合事務所（☎76−2111）

宮古公証役場（陸中ビル２階、☎63−4431）

※左記のほか相談希望日があればご連絡ください

★岩手県交通事 11日㈫午後１時〜３時
故相談

市市民相談室・消費生活センター（市役所１階、☎68
−9081）

★くらしとお金 ６日㈭午後１時〜５時
の安心相談会

中央公民館分館（保久田） 信用生協盛岡事務所（☎019
−653−0001）

10

つらいときは一人で悩まず、
相談しましょう

あなたも「ゲートキーパー（命の門番）
」になろう
悩んでいる人に気付いて声を掛け、話を聞いて、必要な
支援につなげ、見守る人のことを〝命の門番〟という意味
で、
「ゲートキーパー」と呼んでいます。特別な資格は必
要ありません。ポイントは以下の５つ。あなたから声を掛
けて、悩みを打ち明けるきっかけをつくり、かけがえのな
い命を守りましょう。
「ため息ばかりついている」
「口数がすくなく
気づき なった」など、いつもと違うと感じたら何か悩
みを抱えているかもしれません。
「元気がないけどどうしたの？」
「よかったら、
声かけ
話して」など、声をかけてみましょう。

傾聴

本人の気持ちを尊重しながら話を聴き、否定せ
ずに受け止めましょう。
「傾聴」は悩みを抱え
ている方への大きな支援となります。
相談先の情報提供を丁寧に行い、場合によって

つなぎ は相談先に一緒に行くなど、専門家につながる
ように支援することも大切です。

専門家につないだ後も、必要があれば相談に乗
見守り ることを伝えましょう。本人が完全に乗り越え
るまで長期間見守る必要があります。

2018. 9. 1
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くらしやお金に関する無
料 相談 会〜 解決 の 糸口 を
見つけに行こう〜

10

■日時 ９月
８日㈯午前
時〜午後４時
※予約者優先
■場所 信用
生協釜石事務所（釜石市）
■内容 借金返済や税金・
公 共 料 金 の 支 払 い の 遅 れ、
相続問題などの相談会
■予約・問い合わせ 消費
者信用生活協同組合釜石事
務所（☎０１２０・１０１・
９６５）

ひ と り 親 家 庭 等 特 別（ 法
律）相談

■日時 ９月 日㈬午前
時〜午後３時
■ 場 所 宮 古地区合同庁 舎

（五月町）

■内容 離婚や養育費、日
常生活で困っていることな
どの相談会
■対象 母子家庭の母、父
子家庭の父など、ひとり親
家庭の人
■相談料 無料
■申し込み
▽宮古保健福祉環境セン
ター（☎２２１３）
▽岩手県母子寡婦福祉連合
会（☎０１９・６２３・８
５３９）

19

９月は「岩手県自殺予防月間」

⓱

所

さまざまな不安や心配を１人で抱えていませんか。
１人で抱え込まずに信頼できる家族や友人、専門機関
に相談しましょう。
＜こころの相談機関＞
電話相談窓口
自殺予防いのちの電話
（フリーダイヤル）
なやみ
こころ
☎0120−783−556
盛岡いのちの電話
☎019−654−7575

相談日【相談の受付時間】
毎月10日のみ
【8:00〜翌日8:00】
毎日（年中無休）
【12:00〜21:00、日曜日は
18:00まで】

岩手県精神保健福祉センター 月〜金曜日※1
【9:00〜21:00】
☎019−622−6955
宮古保健所
☎64−2218

月〜金曜日※1
【9:00〜16:30】

市内各保健センター
・宮古☎64−0111
・田老☎87−2975
・新里☎72−3500
・川井☎76−2036

月〜金曜日※1
【8:30〜17:00】

※１

祝日と年末年始は除きます

申込受付期間＝９月２日㈰〜
崎山貝塚縄文の森ミュージアム
日㈰●申し込み＝新里生涯
▼古代人になって、鉄を作ろ
学習センター（☎２０１９）
う！（鍛冶体験）
川井生涯学習センター
●期日＝９月９日㈰●時間＝
午前９時から午後３時までの
▼創作教室〜マーブルアート
間で都合が良い時間（申し込
に挑戦〜
み不要。見学も可能）●場所
●日時＝９月 日㈰午前 時
＝崎山貝塚縄文の森ミュージ
〜正午●場所＝川井生涯学習
アム縄文体験広場●講師＝辻
センター●講師＝柴田慶子
和宏（刀匠）
（マーブルアート協会公認講
▼秋のまるっと縄文の暮らし体験
師）●定員＝先着 人●参加
料＝１３００円（材料代）●
「挑戦！鹿の角の釣針で魚釣り！」
●日時＝９月 日㈰午後１時
申込期限＝９月 日㈭●申し
分〜３時 分●場所＝宿漁
込み＝川井生涯学習センター
港（崎山）●対象＝小学５年 （☎２１６７）
生以上
（小学生は保護者同伴）
田老公民館
※見学も可能●定員＝先着
人●参加料＝無料●申込期限
＝９月 日㈯
〈共通〉●参加料＝無料●申
し込み・問い合わせ＝崎山貝
塚縄文の森ミュージアム（☎
７５２６）

新里生涯学習センター

16

▼プリザーブドフラワー・ア
レンジメント
●日時＝９月 日㈮午後１時
分〜３時 分●場所＝田老
し み
公民館●講師＝相模志美（ラ
ピスの会代表）●定員＝先着
人●参加料＝２千円●申込
期限＝９月 日㈮●申し込み
＝田老公民館（☎２９７６）

姉ヶ崎サン・スポーツランド

▼水泳教室第３期（ ～ 月）
新規受講生募集
●受講期間＝ ～ 月（更新
可能）●場所＝姉ヶ崎サン・
スポーツランド●３カ月分
の受講料＝成人対象コース千
円、
未就学児・小学生対象コー

ス７００円（週１回受講）※
別途プール利用料が必要●傷
害保険料＝ ～ 歳１８５０
円、 歳以上１２００円、中
学生以下８００円●申し込み
方法＝申込書、受講料、保険
料を窓口に提出●申込期限＝
９月 日㈯●申し込み＝姉ヶ
崎サン・スポーツランド（☎
６３２３）

シートピアなあど

64

▼和の心を感じる手作り市出
店者募集
●日時＝９月 日㈪午前 時
〜午後２時●場所＝シートピ
アなあど●内容＝和小物や木
工などの展示販売●募集定数
＝ 区画※申し込み多数の場
合は抽選●出店料＝１区画５
０ ０ 円（ １ 区 画 は ２ ㍍ × １
㍍）●申込期限＝９月 日㈪
●申し込み＝シートピアなあ
ど（☎３１００）

わ く わ く

※以降毎週月曜日に活動予定
▼第 回みやこ和来輪来まつり
「さ
あ、来てかだって感じてみよう」
●時間＝午後１時 分〜３時
●日時＝９月９日㈰午前９時
● 場 所 ＝ り あ す 亭（ 末 広 町 ）
分〜午後３時●場所＝市総
●内容＝集まった人たちと一
合福祉センター●内容＝福祉
緒に歌を歌う●参加料＝無料
に関する体験、ステージ発表
●問い合わせ＝山口（☎０９
ほか●問い合わせ＝宮古市社
０・６８５１・１０６１）
会福祉協議会（☎５０５０）
▼イタリア家庭料理教室
▼宮古音声訳の会・社協和来
●日時＝９月８日㈯午前 時
輪来まつりで「無料録音体験」
〜午後１時●場所＝田老公民
●日時＝９月９日㈰午前９時
館●メニュー＝根菜のポター
分〜午後２時 分●場所＝
ジュ、青魚のパスタほか●講
あい
市総合福祉センター●内容＝
師＝佐久間愛（イタリア料理
研究家）●定員＝ 人●参加
数種類の簡単な文章を録音
（文
料＝千円（材料代）●申込期
章持ち込み可能）※希望者に
限＝９月６日㈭●申し込み＝
はＣＤに保存して進呈●問い
山本（☎０８０・６０５０・
合わせ＝中家（☎２５３７）
９００５）
▼森を考える会〜林業体験〜
▼探鳥会
●日時＝９月 日㈯午前９時
●日時＝９月９日㈰午前８時
〜午後２時●集合場所＝箱石
分〜 時 分●集合場所＝
林業者センター（崎山）●内
サケ直売所付近（津軽石）●
容＝間伐●申込期限＝９月
内容＝秋のシギ・チドリなど
日㈮●申し込み＝齋藤（☎０
の観察●問い合わせ＝日本野
９０・７６６０・０３４８）
鳥の会宮古支部・関川（☎
▼宮古地方囲碁大会
４７２５）
●期日＝９月 日㈰●受付時
▼新里グリーン・ツーリズム「山
間＝午前９時 分〜 時●場
里の暮らし体験〜クリ拾い〜」
所＝千徳公民館●参加料＝１
●日時＝９月９日㈰午前９時
５００円※食事付き（女性・
〜 時●集合場所＝新里生涯
学生は５００円）●問い合わ
学習センター●定員＝ 人※
せ＝日本棋院宮古支部・飛澤
小学生以下は保護者同伴●参 （☎０９０・２２７５・５９９４）
加料＝５００円※小学生以下
▼親子で楽しむシーカヤック
は無料●申込期限＝９月７日
でジオ体験
㈮●申し込み＝新里生涯学習
●日時＝９月 日㈰午前 時
センター（☎２０１９）
〜正午●場所＝浄土ヶ浜レス
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開催・募集など
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65
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▼無料シーカヤック体験
●期日＝９月２日㈰・９日㈰
●時間＝午前 時〜正午●場
所＝リアスハーバー宮古●対
象＝小学生以上●申込期限＝
希望日の前日●申し込み＝リ
アスハーバー宮古（☎１１
２０）
▼うたごえ喫茶ポコポコ
●期日＝９月３日㈪・ 日㈪
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▼第２回ネイチャー写真講座
〜ＳＬ撮影の技法と実技〜
●日時＝①９月 日㈮午後１
時〜４時② 日㈯午前８時
分〜午後４時●集合場所＝新
里生涯学習センター●内容＝
①は作品鑑賞や撮影方法の座
学、②は野外撮影●講師＝岩
城徹雄（写真家）●定員＝先
着 人●参加料＝１００円●
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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
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会・高坂（☎８７３１）
▼宮古キッズ硬式テニス＆
ショートテニス大会
●期日＝９月 日㈪●時間／
内容＝▽午前９時〜 時／硬
式テニス教室▽午前 時 分
〜午後１時／ショートテニス
大会※テニス教室のみの参加
も可能●場所＝小山田テニス
コート●講師＝テニスチャレ
ンジいわて２０２０指導員●
対象＝小学生●定員＝先着
人●参加料＝大会出場者のみ
５００円●申込期限＝９月
日㈪●申し込み＝宮古市テニ
ス協会・越田（☎２６３６）
▼宮古市離職者等資格取得訓
練事業「パソコン基礎科」受
講生募集
●期間＝９月 日㈫〜 月
日㈮●時間＝午前９時〜正午
●場所＝宮古職業訓練協会
（長町二丁目）●内容＝パソ
コン試験対策講習など●取得
資格＝コンピュータサービス
技能評価試験（表計算部門３
級）●定員＝ 人※離職者優
先●受講料＝９１６６円（テ
キスト代・試験料など）●申
込期限＝９月 日㈪●申し込
み＝宮古職業訓練協会（☎
６６８８）
▼宮古港海戦の会・宮古秋ま
つりパレード参加者募集
●日時＝９月 日㈰午後３時
●集合場所＝リアス亭（末広
町）●対象＝高校生以上●定
員＝ 人程度●参加料＝無料
●申込期限＝９月８日㈯●申
し込み＝山根（☎０９０・６
９４６・６７８１）
▼あとりアートキャンパス・
パソコンミュージック講座
●日時＝９月 日㈰午前 時
〜午後４時●場所＝勤労青少
年ホーム●内容＝フリーの音
楽制作ソフトでの楽曲作りな
ど●講師＝菊地光浩●対象＝
小学５年生以上●定員＝先着
人●参加料＝１５００円●

申込期限＝９月 日㈮●申し
込み＝あとり技芸向上支援協
会（☎０９０・３９８４・５
００８）
▼わかたけ祭
●日時＝９月 日㈰午前 時
〜午後０時 分●場所＝わか
たけ学園●内容＝模擬店、ス
テージイベントほか●問い合
わせ＝わかたけ学園（☎８
０１１）
▼ 月能力開発セミナー
☆ＩＳＯ９００１内部監査員
養成
● 期 間＝ 月４日 ㈭ 〜５日 ㈮
● 時 間＝ 午 前９ 時 〜 午 後 ４ 時
●場 所＝県立宮 古 高 等 技 術 専
門校●内容＝品質マネジメント
の 内 部 監 査 を 学 ぶ ● 対 象 ＝品
質マネジメントシステムの内部
監 査 員 になる 人 な ど ● 定 員 ＝
人●申込期限＝９月 日㈬
☆プレス加工の基礎知識
●期間＝ 月 日㈭〜 日㈮
●時間＝午前９時〜午後４時

●場所＝県立宮古高等技術専
門校●内容＝プレス加工法や
プレス金型の基本構造などを
学ぶ●対象＝金型関連の製造
業に従事している人●定員＝
人●申込期限＝ 月３日㈬
〈共通〉◎受講料＝無料◎申
し込み＝県立宮古高等技術専
門校（☎５６０６）
▼ソフトさき織りｕｍｉ体験
者募集
●期間＝９〜 月※希望日を
事前に要連絡●場所＝手創工
房 輝 き の 和（ 実 田 １ の ３ の
）●参加料＝２回まで無料
（３回目以降は月額３千円）●
申し込み＝ＮＰＯ法人輝きの
和・須賀原（☎３９６７）
▼コーラスサークル「ブリラ
ンテ」会員募集
●活動日時＝毎週金曜日午後
１時〜３時●場所＝中央公民
館●内容＝「スカボローフェ
ア」という曲の練習●問い合
わせ＝佐々木（☎１３５４）
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■日時 10月６日㈯午前９時
■集合場所 ＪＡ新いわて宮古営農経
済センター（花輪10の５の１）
※宮古駅発の送迎バスあり
■定員 30人（申し込み多数の場合は
抽選）
※小学生以下は保護者同伴
■参加料 無料
■申込期限 ９月28日㈮
■申し込み 市農林課農政係（☎68−
9094）
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宮古の農業まるごと体験
「稲刈り体験」
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路線バスの利用促進のため、県北バ
スと市が共同で開催するツアーです。
■日時 ９月22日㈯午前10時〜午後４時
■集合場所 宮古駅前②番バス乗り場
■内容 山田湾クルーズ、オランダ島
散策、山田町歩き、海鮮焼き（昼食）
■定員 先着40人
※小学生以下は保護者同伴
■参加料 大人2000円、小学生以下
1000円（昼食代、交通費、保険料など）
※路線バス運賃（大人740円、小学生
370円）は別途必要
■申込受付開始日 ９月３日㈪午前９時
■申し込み 県北バス宮古営業所（☎
64−6060）
、
県北バス宮古駅前案内所
（☎
62−3620）

10

10

■日時 ９月17日㈪午前７時〜午後６
時
■集合場所 市役所本庁舎前
■定員 先着20人
※小学生以下は保護者同伴
■参加料 無料
■申込期限 ９月13日㈭
■申し込み 市観光課ジオパーク推進
係（☎68−9091）

10

50

いい日旅バス2018
〜のんびり路線バスで行く山田
町歩きとオランダ島クルーズ〜

13

30

三陸ジオパーク・ジオサイト
「早池峰山」を見学しよう！

11 11

11

三陸ジオパークの見どころの一つ「早池峰山」

トハウス前●内容＝浄土ヶ浜
湾内で岩石について学ぶ●対
象＝小・中学生とその保護者
●定員＝ 人程度●参加料＝
無料●申し込み＝シーカヤッ
クスクール・鈴木（☎０９０・
４５５０・０２５０）
▼社交ダンスパーティー
●日時＝９月 日㈰午後２時
〜４時●場所＝山口公民館●
ゲスト＝中村真司（中村ダン
ススタジオプロ）●参加料＝
千円●用意する物＝上履き
（初心者のみ）●問い合わせ
＝ソシアルスポーツダンス・
藤村（☎２４０１）
▼第 回宮古市民総合体育大
会オープンテニス大会
●期日＝９月 日㈰●種目／
開始時間＝▽男子シングルス
／午前９時▽女子シングルス
／９時 分●場所＝小山田テ
ニスコート●参加料＝１５０
０円●申込期限＝９月 日㈪
●申し込み＝宮古市テニス協

※記事掲載を希望する場合は、市秘書広報課広報係（☎68−9065）まで問い合わせください。
広報10月１日号の原稿締め切りは９月10日㈪です

information

銃器による有害鳥獣の
一斉捕獲を実施します
宮古市鳥獣被害防止対策協議会

農作物や川魚などの食害を減らす
ため、銃器を使用した鳥類・小動物
（カラス、ハクビシンなど）の一斉捕
獲を市内全域で実施します。
■期日 ９月16日㈰、10月７日㈰
■時間 午前６時から日没まで
■問い合わせ 宮古市鳥獣被害防止
対策協議会（市農林課内、☎689094）
▷宮古市鳥獣被害対策実施隊の活動
にご協力を＝宮古地区猟友会の推薦
を受けた87人の隊員が、市の非常勤
特別職員として、有害鳥獣の捕獲、
捕獲技術の向上、担い手の育成など
の活動を、年間を通じて行っていま
す。隊員はオレンジ色のベストと帽
子を着用し、活動しています。

事業復興型雇用確保助成金
申請を受け付けます
県雇用創出助成金事務センター

沿岸12市町村に所在し、国または
自治体の補助金・融資事業などを活
用している事業所が、求職者を雇用
した場合、１人当たり３年間で最大
120万円を助成します。また、雇い入
れに先立って住宅支援の導入などを
行った場合、１年間で最大240万円
を助成します。申請方法など詳しく
は問い合わせてください。
■申請受付期間
▷前期＝９月３日㈪〜11月30日㈮
▷後期＝12月３日㈪〜平成31年１月
31日㈭
■問い合わせ 岩手県事業復興型雇
用創出助成金事務センター（☎019
6015263）

9/20 ～ 9/26は動物愛護週間
動物愛護フェスティバルを実施
宮古保健福祉環境センター

■日時 ９月23日㈰午前９時30分〜
正午
（受け付けは午前９時〜９時30分）
■場所 宮古地区合同庁舎（五月町）
※駐車場は防災会館前
■内容 犬猫慰霊祭、ワンワン運動
会、犬猫譲渡会、動物無料相談など

※参加する犬には必ず首輪とリード
をつけること
※ワンワン運動会への参加を希望す
る場合は事前申し込みのこと
■申し込み 宮古保健福祉環境セン
ター（☎642218）

永久選挙人名簿・住民投票資格者
名簿を閲覧できます
市選挙管理委員会

９月１日現在で調製し、９月３日
に登録する永久選挙人名簿および住
民投票資格者名簿について、特定の
人が登録されているか確認するため
の閲覧をすることができます。また、
その登録内容に異議がある場合は申
し出ることができます。
■期間 ９月４日㈫〜８日㈯
■時間 午前８時30分〜午後５時
■閲覧場所・問い合わせ 市選挙管
理委員会（市役所３階、☎689123）

フリーマーケット開催！
出店者を募集します
みやこ広域リサイクルセンター

■日時 ９月30日㈰午前９時〜正午
※雨天決行
■場所 みやこ広域リサイクルセン
ター（小山田）
■対象 宮古市、山田町、岩泉町、
田野畑村に住所を有する人
■定数 先着28区画（１区画約２㍍
四方、参加料無料）
■用意する物 出店場所用シート
■申込期限 ９月28日㈮
■申し込み みやこ広域リサイクル
センター（☎647111）

９月９日は「救急の日」
救命活動にご理解を
宮古消防署

■救急車の適正利用にご協力を
救急車の出動件数が増加し、現場
到着が遅くなるケースが問題視され
ています。本当に緊急を要する人へ
の対応が遅れないよう、救急車の適
正な利用をお願いします。
■応急手当講習が受けられます
宮古消防署では、事前予約による
救急講習会を実施しています。詳し
くは問い合わせてください。
■問い合わせ 宮古消防署救急係
（☎625533）

おめでたおくや み
７/31〜８/15（届け出順・敬称略）

生まれた赤ちゃん

（将登）
久保田沙凪（さな）刈屋
（真弥）
山本真夢（まゆ） 田老三王二丁目
飛澤夏々花（ななか）中里団地 （辰徳）
（大輝）
永洞憂莉（ゆうり） 松山
（ゆうま）
崎山一
（澄人）
大須賀悠真
（夏喜）
太田陽莉（ひまり） 田鎖二
板屋二丁目（拓樹）
谷村つぐみ
立田 紬（つむぎ） 小山田四丁目（惇）
（牧人）
佐藤宇海（うみ） 西ヶ丘二丁目

♡結婚したお二人♡

山本洋輝・倉本由美＝崎山一

■亡くなった方■

佐々木初子
駒井健治
中村 精
北舘昭子
昆 正義
藤村 隆
久保田喜和太
小松和子
田沢長栄
金澤典子
大戸冴子
島香知子
武田和子
小松平豊治
中村俊子
久保田 登

※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

詳しくは問い合わせてください。
■問い合わせ 市危機管理課防災係
（☎689111）

（71）田鎖二
（91）田鎖五
（80）江繫
（75）山根町
（79）近内二丁目
（68）長根一丁目
（90）根城
（89）鴨崎町
（67）老木
（89）金浜１
（87）西町一丁目
（82）新町
（78）藤の川
（73）長沢五
（79）上村一丁目
（79）藤畑

宮古市内の交通事故・犯罪件数
（７月１日〜31日）
■交通事故件数
▷人身事故＝６件 ▷死亡者＝０人
▷負傷者＝７人 ▷物損事故＝108件
■犯罪件数
▷侵入盗＝３件（うち無施錠１件）
▷自転車盗＝１件
（うち無施錠０件）
▷万引き＝１件
▷置引き＝２件
▷車上狙い＝１件
▷振り込め詐欺＝通報30件、
被害０件
▷もうけ話の詐欺＝通報０件
▷子どもへの声かけ事案＝０件
※ハガキやメール、電話による架
空請求詐欺の相談が増えています
■問い合わせ
宮古警察署（☎64−0110）
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⓴

お知 せ
ら
information

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

市議会９月定例会議の
お知らせ
市議会事務局

どなたでも傍聴することができま
す。20人以上の団体で傍聴する場合
は、事前に申し込んでください。
■期間
▷開会＝９月５日㈬午前10時
▷閉会＝10月19日㈮ ※予定
■場所 市役所６階議事堂（10月以
降はイーストピアみやこ内の 新 市役
所本庁舎５階議事堂）
■問い合わせ 市議会事務局（☎68
9113）

「みやこ斎苑」施設の保守点検の
ため９月５日㈬は休業します
みやこ斎苑

当日は職員が施設にいますので、
６日㈭以降の火葬の予約は通常どお
り受け付けできます。
■問い合わせ みやこ斎苑（☎64

2225）

市営駅前・駅東駐車場の
利用規制について
市都市計画課

駐車場機器の更新作業などのた
め、次のとおり市営駐車場の利用を
規制します。
■駅前駐車場の規制内容
▷９月25日㈫午前７時〜 10月１日㈪
午前７時＝全面利用不可
■駅東駐車場の規制内容
▷９月14日㈮午前８時〜17日㈪午後

人口と世帯

※８月１日現在
※（）内は前月との比較

人口のうごき

※７月１日～31日

広
報

53,290人

（−54）
出

生

34人

住宅・土地統計調査に
ご協力ください
市総務課

統計調査員（調査員証を携行）が、
調査対象地域の住宅などの確認、対
象世帯への調査票配布を行います。
調査結果は、都市計画の策定、空き
家対策などに利用されます。
■調査時期 ９月下旬〜 10月上旬
■問い合わせ 市総務課統計係（☎
689063）

宮古地域の粗大ごみ収集
９月の対象地区のお知らせ
市環境生活課きれいなまち推進室

収集を希望する場合は９月14日㈮
までに申し込んでください。
■収集日／収集地区
9/25
西ヶ丘、長根、太田、近内、岩船
㈫

千徳町、板屋、神田沢町、上鼻、
9/26
根市、花原市、花輪、田鎖、松山、
㈬
老木、長沢、藤原、小山田
宮町、長町、光岸地、鍬ヶ崎、日

9/27
影町、熊野町、蛸の浜町、港町、
㈭
山根町、日立浜町、佐原、臨港通

9/28 南町、築地、愛宕、中里団地、日
㈮ の出町、崎山、崎鍬ヶ崎、田代

▶１戸につき３点以内を上限に収集

杉本裕樹さん（44）が新しく教育委員に就任しまし
た。任期は平成34年８月29日までです。
合併前の川井村のときから16年７カ月にわたって
教育委員を務めた佐々木敏美委員は、任期満了を
もって退任となりました。
■問い合わせ 市教育委員会総務課（☎68−9114）

2018.9.1

口

６時＝駅前広場側出入口の利用不可
▷９月18日㈫午前７時〜 19日㈬午後
６時＝大通側出入口の利用不可
▷９月20日㈭午前７時〜 21日㈮午後
６時＝駅前広場側出入口の利用不可
■問い合わせ 市都市計画課管理計
画係（☎689108）

男

女

25,615人

27,675人

（−32）
死

亡

59人

世

帯

24,001

（−22）

（+9）

転

転

入

83人

出

112人

▶申込時に粗大ごみの寸法（縦・横・
高さ）を聞き取るので、事前に寸法
を測ってから連絡のこと
※小山田の清掃センターでは、日曜
日を除き随時粗大ごみの受け入れを
行っています
■申し込み 市環境生活課きれいな
まち推進室（☎646488）

住民票などのコンビニ交付
停止日のお知らせ
市総合窓口課

■停止日 ９月８日㈯、15日㈯〜 17
日㈪、22日㈯〜 24日㈪
※各日とも終日停止
■停止理由 メンテナンスのため
■コンビニ交付サービスとは マイ
ナンバーカードを利用して、住民票、
印鑑登録証明書、所得課税証明書な
どをコンビニエンスストアで取得で
きるサービスです。
■問い合わせ 市総合窓口課市民窓
口係（☎689077）

有効期限８年を経過する
水道メーターを交換します
市上下水道部施設課

メーターボックス周辺の整理にご
協力願います。
■作業期間 ９月10日㈪〜 20日㈭
■対象地区 藤原、藤原上町、磯鶏、
磯鶏石崎、磯鶏沖、磯鶏西、上村、
実田、河南、八木沢、神林、藤の川、
高浜、金浜、津軽石、赤前、白浜、
重茂、音部
■問い合わせ 市上下水道部施設課
給排水普及係（☎712299）

災害派遣等従事車両証明書を
発行しています

杉本さんが新たな教育委員に就任



人

市危機管理課

教育委員

杉本 裕樹 さん

西日本豪雨被災地への援助・支援
などを目的とする車両に対して、災
害派遣等従事車両証明書を発行しま
す。証明を受けた車両は、対象とな
る有料道路を無料で通行できます。

みやこ秋まつり
ボランティア募集！
運営という立場で秋まつり
に参加してみませんか？山車
運行時の警備や子ども広場運
営、会場アナウンスなど。作
業の内容や時間帯は相談の上
割り当てます。詳しくは問い
合わせてください。
■申し込み みやこ秋まつり
実行委員会（☎644230）

ス タ ジ オ から
あっという間に夏も過ぎ去り、秋の足音
が感じられる今日このごろ。皆さんいか

がお過ごしですか？みやこハーバーラジオでは
毎週金曜日、生放送ラジオサンセットの中の
コーナー「弁護士・吉水和也のラジオ法律相談

所」を午後６時15分ごろから放送しています。
このコーナーは三陸うみねこ法律事務所
の吉水先生がリスナーからの質問に答え
たり、事例の紹介を交えたりしながらお送りす
る法律についてのコーナーです。これまでは〈遺
産相続〉や〈借金問題〉などについて伺ってき
ました。意外と知らない法律の話や、為になる
情報を分かりやすく教えてくださいます。いざ

９月 日㈯〜 日㈰

30

34

15

回

16

15

第

時〜９時 分
■場所 宮古消防署〜
あいさつ通り〜末広町
〜中央通〜大通り〜宮
古駅前〜あいさつ通り
〜宮古消防署
◎ まつり広場（子ども
広場、出店、ステージ）
日㈯正午〜
■日時
午後９時︑ 日㈰午前
時〜午後９時
■場所 市営駅東駐車
場︑三鉄宮古駅前広場
◎問い合わせ
みやこ秋まつり実行委
員会︵☎ ４２３０︶
10

みやこ
秋まつり

11

30 15

◎市民
手踊りパ
レード

11

日㈯午後６
■日時
時〜９時 分
■場所 宮古消防署〜

あいさつ通り〜末広町
〜中央通り
※手踊り講習会＝【日
時】９月６日㈭・ 日
㈫午後７時〜９時【場
所】６日＝宮古小学校
体育館︑ 日＝市民総
合体育館
◎ 船山車運行
日㈰午後６
■日時

16

16

というときも法律の知識があれば落ち着いて行

動ができるというものです。難しいことは苦手
というあなたも、このコーナーで法律に関心を
持ってもらえるとうれしいです。
皆さんからの法律に関する質問も大募集
しています。金曜日の夕方もぜひ、みや
こハーバーラジオをお聴きください！
●「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、曲のリクエスト、各コーナー
への質問・要望などお待ちしています！
〒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
ミュージアム収蔵資料の紹介

貝

塚

の

土

市教委文化課

平成28年７月に開館した崎山貝塚縄文の森ミュージアムでは、
崎山貝塚に関する展示のほか、崎山貝塚から出土した遺物なども

イノシシの歯

収蔵しています。

マグロ

編

獣骨

崎山貝塚の発掘調査では、出土した土器や石器の他に、貝塚の
土も全て持ち帰ります。その後、貝塚の土を１～５㍉程のフルイ
にかけ洗浄を行います。
写真のように、フルイにかけられた土からは、小魚の骨など微
じゅう こつ

細な骨から大型魚の骨や貝類、獣骨まで検出されます。また、食
こっ かく き

料となった貝類や骨だけでなく、釣針などの骨角器が見つかるこ
ともあります。そして、
「同定作業」という検出された骨や貝類の
つい こつ

種類を調べる作業を行います。その結果、マグロやカツオの椎骨、
イノシシの歯の骨というように骨・貝の種類や部位が分かります。

カツオ

こうして貝塚の土を分析することで、縄文人がどのような食生
活を送っていたか、また、縄文時代にどのような動物や魚が生息
していたか復元することができます。
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俳句に親しむ

えん たい

桃畑や子を乗せている猫車
評＝桃は
 傷みやすいため余計な分
山崎榮治
は砂糖煮にし、後で冷して食
べると美味しい。創意のうか
卒
寿
に
は
手
き
び
し
過
ぎ
る
残暑かな
がわれる作品。
盛合カヲ

だい れん

７月８日から12日まで、中国の大連市と烟台市を訪問し
すけ そう
ました。大連市へは経済交流を目的に訪問。助宗タラを中
国へ輸出している株式会社おがよしの沼里政彦社長に同行
いただきました。岩手県大連経済事務所で打ち合わせ後、
りょう ぎょ
り っ ち
企業視察（大連 遼 漁国際水産品市場、大連端地企業集団、
ご かん
大連五環国際労務合作、パンチ工業大連工場）を行い、パ
ンチ工業大連工場では、宮古出身の岡田秀和さん（同工場
副総経理）に案内してもらいました。大連市では、岩手県
大連経済事務所とのネットワーク形成、乾物を中心とした
宮古の水産物の取り引きなどについて、
意見交換しました。
烟台市へは、友好協力都市締結25周年を記念して、交流
のきっかけを作られた、
後藤康文宮古市国際交流協会会長・
宮古市日中友好協会会長とともに訪問。企業視察（東方海
る どん
洋集団、ニチレイフーズ烟台工場）のほか、魯東大学外国
ぎょう たつ
語学院、烟台 業 達医院などを訪問しました。烟台市との
意見交換会では、宮古市への国際交流員派遣検討の継続を
お願いしてきました。
最終日には北京にも寄り、岩手県出身者などとの交流会
を開催。宮古出身で、在中
華人民共和国日本大使館一
等書記官の菊池信太郎さん
ともお会いしました。
大変ハードなスケジュー
ルで「へとへと」になりま
烟台業達医院での意見交換会に したが、充実した訪問とな
りました。
参加する山本市長

【入選】
熱き茶を飲みて残暑に抗しけり
大越貞子
季題「桃」「残暑」
眠られず一句ひねりし残暑かな
さいとう白沙 選
大森和子
【特選】
残暑見舞戴きもせず出しもせず
川崎みちえ
老犬の土に腹這ふ残暑かな
佐 々 木 俊 子 父母のそれぞれに老い残暑かな
去石雄喜
評＝中七
 から暑さに困憊（こんぱ
い）している犬の姿が見えて 雨欲しや残暑じりじり畑焦がす
きます。ふとした光景を切り
田代時子
取るのも句作の醍醐味。
桃狩りて桃コンポート作りおく 力抜き手のひらに載せ桃洗ふ
畠山てい
中屋京子

市長のひとり言

洗浄した北貝塚の土

あき まつり

◆次の季題「秋祭」
「赤い羽根」 ※９月７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21人でした。ありがとうございました。
【選者より】少し先ですが今から準備し、力試しに文化祭への応募
はいかがですか。ただし、季重なりと誤字には十分気をつけてくだ
さい。
◇名句鑑賞「火だるまの秋刀魚を妻が食はせけり（秋元不二男）
」

平成30年９月１日
№313

■発行

50

12

企画部秘書広報課

■印刷

第 回宮古夏まつりは７月
日・ 日に宮古駅前広場や市内
商店街などで行われました。
日には末広町みこしが同商店街
を運行。約 人の担ぎ手が、額
の汗をぬぐいながら威勢のよい
掛け声で通りを練り歩くと、沿
道から「いいぞ！」と、拍手と
歓声が上がりました。
その他、駅前や商店街各所で
音楽コンサートや郷土芸能の演
舞が披露されたほか、夜には宮
古地区太鼓協議会による競演が
行われ、まち全体が祭り一色に
染まった二日間となりました。
また８月 日には「海上花火
大会」が出崎ふ頭で行われまし
た。会場はお盆で帰省した家族

■編集

連れなどでにぎわい、打ち上げ
られた約１４００発の花火が宮
古の夏の夜空を鮮やかに彩りま
した。

◎

編 集 後 記

▼先月、盆前のある日のこと。わが
・ ・ ・ ・ ・
子らを連れてハガハレー︵＝墓掃除︶
に行ってきた。車を駐車する場所が
寺の近くに無いため、妻に車で送っ
てもらった。車内で末っ子が言った。
「みんなで揃って出掛けるの久しぶ
。家族サービスを忘れる
り～♪」 —
なと戒めるご先祖様のお導き？︻正︼

▼ 腹 帯 盆 踊 り︵ 表 紙 ～３㌻ 参 照 ︶
。
4 4
4 4 4 4
年 ぶりのお 盆の催 しがリ ボーン
︵ Reborn
＝復活︶する瞬間を取材し
てきました。地区住民と大学生・建
設業者のボランティアとで作り上げ
た会場で、子どもからお年寄りまで、
みんな笑顔で輪踊り。こちらも楽し
くなる素敵なイベントでした。
︻淳︼

▼夏祭りの海上花火大会を取材。花
火は見 るのも 撮 るのも 楽 しいです
ね。周りを見ると家族連れや友達連
れ、カップルで来場した人など、大
勢の観客でぎわっていました。仲睦
まじい様子を写真に納めつつ、
「次
は誰かと一緒に来たいなあ…」と花
火を眺めた夏でした。
︻洋︼

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

2018.9.1



(Android)

(iOS)

広
報

マチイロ

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

モバイル
メール

28

28
株式会社文化印刷

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

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、市秘
書広報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

太鼓演奏には見物に来た子どもたちも挑戦！
（ 7/28）

夜空に大輪の花を咲かせた海上花火大会（8/12）

30

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）
。

祭りもアツかった！ 宮古の夏！

◎
宮古市

29 51

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

▲

第51回宮古夏まつり
掛け声で音頭を取りながら商店街を進む
末広町みこし（7/28）

