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田中舘博士の功績を称えて

ニュース

美味しい鶏肉、地元でどうぞ

第 56 回 田 中 舘 博

鶏肉製造業の阿部

士記念児童生徒科学

繁孝商店（阿部繁之

研究発表会（二戸科

社長）は、２月１日

学教育研究会主催）

から本社１階の直営

は２月６日、シビッ

店「あべはんショッ

クセンターなどで開

プ」で総菜の販売を

かれました。

始めました。
日ごろ不思議に思うことを調べました

二戸管内の小学１
年生から中学生まで 51 組が、普段の生活で疑問に思った

に同敷地内に本社を

ことや身近なものなどを研究し、
その成果を発表しました。

移転。移転に併せこれまで地元で鶏肉を購入できるお店が

市内校の受賞者は次のとおりです（敬称略）
。

少なかったことから、地域の人たちが気軽に購入し、食べ

【小２】最優秀賞：丸本佳奈（福岡）
「水中コインおとし大
じっけん」
、優秀賞：小野寺理子（石切所）
「魚のかいぼう」

同社は昨年 12 月
毎週金土には惣菜も販売します

ていただきたいという思いから「あべはんショップ」
をオー
プンしました。

【小４】最優秀賞：丸本紗實（福岡）
「かたまるヨーグルト

あべはんショップでは、むね肉、もも肉などの新鮮な生

はどれ？パート２」
【小５】最優秀賞：夏林紗礼（金田一）
「昔

肉や、冷凍食品、カレーや鶏めしなどの加工品が市価より

の洗剤を調べよう」
、優秀賞：一条碩希（福岡）
「ろ過して

安く購入できるほか、2 月 1 日より金・土の営業日に市内

みよう」
【小６】最優秀賞：小原惺吾（福岡）
「食材の匂い

の「おふくろ亭」で調理された総菜の販売も始まり、4 月

でカビを防ぐ」
、優秀賞：立花虎汰朗（福岡）
「バナナで日

からは市日での販売も検討しています。

焼け実験」
【中学】最優秀賞：佐藤快成、荒川大翔、田中

同社総務課の阿部荘一郎さんは「地域の特産品である鶏

渉夢、米沢奏夢（福岡）
「The Slope」
、優秀賞：小林愛梨

肉をもっとなじみのあるものにしたい。地域を盛り上げる

（福岡）
「分子間力について」

ために社として貢献できれば」と思いを話します。営業は

< 田中舘愛橘博士の名前が海底地形名に採用 >
平成 30 年 10 月に世界の海底地形名を標準化するため

午前 8 時～午後 5 時で、日曜祝日は定休日。
問い合わせ先 あべはんショップ（☎ 23-2119）

の国際会議において、日本から提案した 73 件が承認され
ました。この中には、二戸市出身の田中舘愛橘博士にちな
んだ「田中舘海山群」という地形名も含まれています。こ

ニュース 横浜市とエネルギー活用で連携

れらの地形名は今後、IHO/IOC 海底地形名集に掲載され、
世界中の地図や海図、論文などに使われます。

市と横浜市（林
文子市長）は２月
６日、横浜市役所

ニュース

二戸地方農林水産振興大会

で再生可能エネル
ギーの活用を通じ

平成 30 年度二戸地方
農林水産振興大会（二戸

た連携に取り組む 都市部と連携しながら、有効的に再生可能エ
ため、
「脱炭素社会 ネルギーを活用していきます

地方農林水産振興協議会

の実現を目指した再生可能エネルギーに関する連携協定」

主催）は 2 月 8 日、パー

を締結しました。今後、再生可能エネルギーの創出、導入、

クホテルで開かれ生産者

利用拡大や、人、もの、技術の交流で活力を生み出す地域

ら 約 200 人 が 参 加 し ま
した。表彰式が行われた

間連携に取り組んでいきます。
表彰式の様子

ほか、担い手研修や地域活性化の取り組みについての講演
も行われました。講師の山藤農園の山本早苗さんは、
「キー
ワードは“美味しい、楽しい、細々と”続けられる地域活
性化の取り組み」と題し、玉山地区の地域活性化の事例を

Yahoo!JAPAN による地方

紹介。参加者は真剣な表情で講演に聞き入っていました。

創生セミナーは 2 月 8 日、シ

市内の受賞者は次のとおりです。

ビックセンターで行われまし

【農林水産業・農山村等活動部門】

た。講師にはヤフー㈱の佐藤

関口進さん、斉藤庸輔さん、上野剛司さん
佐藤美恵子さん、三角信夫さん、野崎優さん

広
報

にのへ

長沢勝則さん、優秀賞
№ 317

IT 人材育成に取り組むヤフー

や IT 人材の育成、確保の必要性などについて講演を行い
ました。佐藤さんは「ネットで地域の課題を解決するには

【飼料用米多収コンクール】
最優秀賞

地方創生セミナー

真司さんが招かれ、インター
ネットを活用した商品販売例

【功労部門】
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長山武男さん

企業・団体と協力が不可欠」と締めくくりました。

News & Information
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市内小中学校へ図書寄贈

日本赤十字社岩手県支部二

ニュース

呑香稲荷神社で節分祭

呑香稲荷神社（小保内

戸市地区有功会（國分敏彦会

道彦宮司）は２月３日、

長）は 2 月 12 日、御返地小

節分祭を開催しました。

学校（中村美以子校長）を訪

地 域 住 民 ら 600 人 が 訪

れ、5,000 円相当分の本を寄

れ、神社関係者や九戸政

贈。受け取った児童は「朝の
読書の時間に読みたいと思い

実武将隊、年男年女がく
朝の時間に読みたいと話す児童

ます」と笑顔で話していました。同会は本年度、同小学校
のほか二戸西小、金田一中、浄法寺中に寄贈しています。

じ付きの豆まきやもちつ くじ付きの豆まきに手を伸ばす参加者
きを楽しみました。
昨年 50 年ぶりに復活したこのイベント。深山神社神楽
の奉納のほか、
九戸政実武将隊との記念撮影、参道にはちゃ
んこやてんぽなどの出店が並び、境内は 1 日中にぎわっ

募集

パブリックコメント募集

ていました。
一戸町から参加した佐藤陽空くんは「もちつきはお米が

意見募集するもの 第３次二戸市食育推進計画（案）、第３

顔に飛んだけど楽しかった。ついたおもちはやわらかかっ

期二戸市地域福祉計画（案）

た。武将隊と一緒に写真をとれた」と笑みを広げました。

期間 ３月 18 日（月）まで
公表方法 市ホームページ、市役所情報公開コーナー、浄
法寺総合支所市民課
提出方法 住所、氏名を記入し、持参、ＦＡＸ、郵送また

ニュース

手づくり絵本で優秀賞を受賞

第 39 回手づくり絵本

はメールで提出ください。
問い合わせ、提出先 【第３次二戸市食育推進計画（案）
】

展（県読書推進運動協議

健康推進課（〒 028-6198 福岡字八幡下 11- １、☎ 23-

会ほか主催）一般の部で

1313、 FAX 22-1188、 ﾒ ｰ ﾙ：kenkou@city.ninohe.iwate.

優秀賞を受賞した工藤潤

jp）
、
【第３期二戸市地域福祉計画（案）
】健康福祉企画課

子さん（下斗米）と佐藤

（〒 028-6198 福岡字八幡下 11- １、☎ 23-1313、FAX 221188、ﾒｰﾙ :hoken@city.ninohe.iwate.jp）

洋子さん（仁左平）は２ 手作り絵本の楽しさと魅力を語る工藤
月 12 日、鳩岡矩雄教育 さん（中央）と佐藤さん（左）
長を訪問し受賞の喜びを報告しました。
食の匠でもある工藤さんは、
「昔ながらの暮らしや食文

お知らせ にのへアートギャラリーを開催
市には、芸術分野において全国または県レベルのコン

化を残したい」との思いを込めて絵本を制作し、今作で８
作目。日々の暮らしや孫とのやりとりを、実話に基づいて
丁寧に描きました。

クールの受賞者が多くいます。このたび、市内在住の芸術

佐藤さんは昨年に続く受賞で、今年は外来ガメの放り捨

家のコンクール受賞作品などを一堂に集めて「にのへアー

てをテーマに、その解決策として一つの提案を仕掛け絵本

トギャラリー」を開催します。優れた芸術作品に触れるこ

の形に仕上げました。佐藤さんは平成 28 年度から手づく

とができる貴重な機会ですので、ぜひお越しください。

り絵本教室の講師も務めており、手づくり絵本の魅力と楽

また、本展示会で展示する各種受賞作品を募集中です。
展示を希望される人はお気軽に問い合わせください。
日時
場所

しさを伝えています。
鳩岡教育長は「唯一無二のもので、図書館にとっても大

３月 20 日（水）～ 24 日（日）

切な蔵書となる。今後も続け、いいものを残してほしい」

午前９時～午後５時（最終日は午後３時まで）

と激励しました。

市民文化会館展示室

入場料

無料

問い合わせ先 二戸市芸術文化協会・平（☎ 080-6049-5525）

これらの作品は、
手づくり絵本巡回展（５月９日～ 12 日）
のほか、複製版を市立図書館で読むことができます。

2019・3・1
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育英資金のご案内

市は高校や大学など（高等専門学校を含む）に進学、在

ご厚志
【ふるさと納税

ありがとうございます
１月１日～ 31 日受付分】

学する人を対象に、育英資金を貸与します。

漆産業振興のために ７件＝ 690,000 円

応募資格 市内に住所を有する者の子で、高校以上の学校

まちづくりのために 36 件＝ 695,000 円

に在学し、経済的理由により修学が困難と認められる人

教育のために

23 件＝ 402,000 円

制度内容

福祉のために

１件＝ 10,000 円

区分

高校等

貸与月額

15,000 円以内

入学一時金

－

大学等

九戸城跡整備振興のために

９件＝ 112,000 円

45,000 円以内

以上、76 名様より 1,909,000 円のご寄付をいただき

100,000 円以内

ました。ありがとうございました。ご芳名はホームページ

返済

貸与期間終了の 12 カ月経過後から貸与月
額の３分の１以上の額を毎月返済

で紹介させていただきます。

お知らせ

返済免除

卒業後、市内に居住し、就業するなど一定
の要件を満たす場合は、育英資金の返済額
の４分の１以内の額を免除（平成 29 年度
からの新規返済者対象）

受付期間 ３月 15 日（金）～４月 10 日（水）※土日祝日除く
※返済免除申請は３月 15 日（金）～４月３日（水）まで
申込方法 貸与申請書類は、教育企画課、市役所市民課、
浄法寺総合支所市民課、各出張所で配布します。
（市ホー
ムページからもダウンロードできます）必要事項を記入の
上、下記まで提出してください。
※返済免除制度について、詳しくは問い合わせください
問い合わせ、申込先 教育企画課（内線 588）

浄法寺診療所の樋口先生退任

平成 17 年から 14 年間の長きにわたり、地域の皆さん
が健康で長生きするよう治療と予防に尽力された、浄法寺
診療所長樋口清一医師が、3 月 31 日付けで退任すること
となりました。
診療時間などについては、現在調整中です。決定ししだ
いお知らせします。診療所内に掲示し、市のホームページ
にも掲載します。来院の際には電話にて確認ください。
問い合わせ先 浄法寺診療所（☎ 38-2021）

お知らせ

自衛官候補生などを募集

防衛省は、幹部候補生および自衛官候補生を募集してい

八 戸 ☆ト ピッ ク ス
～八戸・二戸・久慈地域～

た

や す と も

「太田泰友ブックアート展

背を見て育つ」

日本人で初めてブックアートにお
けるドイツの最高学位マイスター
シューラー号を取得し、ブックアー
ティストとして活躍する太田泰友さ
んの作品を展示しています。新進
気鋭のアーティストによる作品を
ゆっくりとご覧ください。
期間 4 月 21 日（日）まで
開館時間

午前 10 時～午後８時

（火曜㊡、3 月 25 日臨時休館）
入場料
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広
報

【幹部候補生】 応募資格 22 歳以上 26 歳未満
受付期間 ３月１日（金）～５月１日（水）

八戸ブックセンターギャラリー展
お お

ます。応募方法など詳しくは問い合わせください。

無料

試験期日 １次試験：５月 11 日（土）
、12 日（日）
【自衛官候補生】応募資格 18 歳以上 33 歳未満
募集期間 自衛官候補生は年間を通じて募集しています
問い合わせ、申込先

自 衛 隊 二 戸 地 域 事 務 所（ ☎ 23-

2529、FAX 23-2691、URL： http://www.mod.go.jp/pco/
iwate/ または「岩手地本」で検索ください）

お知らせ

今月の佐太郎茶屋

佐太郎茶屋でおひなさまを見ながら、ランチを食べま
しょう！今月は UV レジンでキーホルダーづくり体験、
包丁研ぎもあります。風呂敷マーケットもお楽しみに！
日時 3 月 17 日（日）午前 10 時～午後３時

場所、問い合わせ先 八戸ブックセンター（八戸市六日町

※ランチは午前 11 時～（30 食限定）

16-2 Garden Terrace 1 階、☎ 0178-20-8368）

問い合わせ先

にのへ

№ 317

よりゃんせ金田一・嶋野（☎ 27-4497）

