Data ～９月末日分
人の動き
人口
男
女
世帯数
出生
死亡
転入

火災・救急

26,692 人
（－ 30）
12,642 人
（－ 20）
14,050 人
（－ 10）
11,867 世帯 （ + ７ ）
12 人
（男６・女６）
39 人 （男 19・女 20）
46 人 転出
49 人

交通事故

※（ ）は１月
からの累計

※（ ）は１
月からの累計

火災出動
１ 件（ ５ 件）
救急出動
73 件（723 件）
■ 空気が乾燥し火災が発生しや
すく、広がりやすい季節です。暖
房器具の消し忘れなど火の元には
十分注意しましょう

飲酒運転検挙者数

人身事故
２件 （ 13 件） （９月分）
なし
死
者
０人 （ ０人）
負 傷 者
２人 （ 14 人）
１月からの累計 ３人
物損事故
36 件 （332 件）
（対前年比 ±０人）
■ 交通ルールを守り、ドライバー
■ 飲酒運転は「しない」「させな
は夕暮れ時の早め点灯を、歩行者
い」
、
運転する人には
「飲ませない」
は反射材の着用を心掛けましょう

休日当番医
月

11

日

※広報発行後に当番医が変更になる場合があります
当日の新聞などで確認してください

休日救急当番医
（午前９時～午後５時）

ふくもりたこどもクリニック 岩渕歯科医院
（一戸町） ☎ 43-3137
（一戸町） ☎ 32-2238

４

二戸クリニック
（石切所） ☎ 25-5770

森川歯科医院
（堀野）
☎ 23-6361

10

すがわら消化器内科
（福岡） ☎ 23-2879

ますだ歯科クリニック
（石切所） ☎ 26-8282

金田一診療所
17
（金田一） ☎ 27-2205

菅原歯科医院
（金田一） ☎ 27-3301

23

ほそかわ小児科クリニック
（福岡） ☎ 26-8100

沢藤歯科医院
（堀野）
☎ 25-4002

24

小野寺内科医院
（一戸町） ☎ 33-2505

國香歯科医院
（石切所） ☎ 23-2764

よこもり眼科クリニック
（堀野） ☎ 22-2230

国香歯科医院
（福岡）
☎ 23-2223

二戸市公式

Facebook

二戸市の公式発表、イベント情報、
話題、魅力、観光情報、災害情報など、
さまざまな情報を発信しています。皆
さんの「いいね！」
「拡散」をよろし
くお願いします。
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№ 333

伝える、つなげる、宝の輪

はじめてカーリングフェス 2019

ジュニアカーリングスクール

二戸市出身のオリンピック選手、苫米地美智子さ
んを講師に迎えての体験教室を開催します。誰でも
楽しめるアトラクションも用意。気軽にお越しくだ
さい。
日 時 11 月 ９ 日 ㈯、
①午前 10 時～、②午
後１時 30 分～
場所 岩手県北青少年
の家スケートリンク
参加費 無料

誰でも気軽に参加で
きる「ジュニアカーリ
ングスクール」を始め
ます。詳しくはお問い
合せください。
日 時 11 月 22 日 ㈮
午後７時～、30 日㈯午前８時 30 分～、12 月７日
㈯午前８時 30 分～、20 日㈮午後７時～、27 日㈮
午後７時～
※１月以降の日時については問い合わせください
場所 岩手県北青少年の家スケートリンク
対象 小学４年生以上（大人も大歓迎）
参加費 無料

コミュニティ助成事業で整備しました
令和元年度（一財）自治総合センターの宝くじ社
会貢献広報事業（コミュニティ助成事業）の助成を
受け、次の団体が備品などを整備しました。
金田一温泉地区連絡協議会（中里久雄会長） テン
ト、音響設備など

歯科当番医
（午前９時～正午）

３

12 １

こみゅに Tea たいむ

問い合わせ先

公民連携推進課（内線 363）

公民連携まちづくり通信
＃ 003
“公民連携”
で目指す
「新しい楽しみ」
市の描く「にのへの宝を生かした賑わいのあ
るまちづくり」を実現するため、まちづくり会
社、㈱カダルミライと金田一温泉地域活性化プ
ラン実行委員会は現在進行中の金田一温泉のプ
ロジェクトと平行して、新たな魅力づくりに連
携して取り組んでいます。
先日、新たな魅力の一つとして検討されてい
る「アウトドア」の要素を取り入れたイベント
「馬淵川カヤックツアー」と「温泉 JAZZ」が
開催されました。

ページへ GO ➡
https://www.
facebook.com/
NinoheCity/

149 杯目

カヤックで川下り

野外で温泉 JAZZ

問い合わせ先 ミライリンク事務局 ( カシオペアＦ
Ｍ内☎ 43-3461）
カシオペアＦＭにて「にのへ宝さがし」放送中‼
【本放送】毎週月曜午後１時 30 分～２時
【再放送】毎週土曜午前 8 時 30 分～９時
市のホームページでは、宝と共に生きる二
戸のこれまでのまちづくりを紹介しています。
問い合わせ先 公民連携推進課（内線 363）
カヤックツアーはインストラクターの指導で、
上流の馬渕川公園から金田一温泉郷まで川くだ
りした後、温泉入浴までがセット。普段見るこ
とのない川からの美しい景色を実感でき、心地
よい疲労感と温かい温泉がとても相性の良い組
み合わせであることを再認識するツアーとなり
ました。
また、温泉 JAZZ は、これまで屋内で開催
されてきましたが、アウトドアの要素を加えた
空間づくりをテーマとし初の野外での開催。野
外フェスのような雰囲気で素敵なジャズの音色
とともに会場のみなさんを魅了していました。
㈱カダルミライでは、Facebook で定期的
に情報発信しています。事業の詳細や進捗につ
いてもお知らせしていきますので
ご覧ください。
https://www.facebook.com/
kadarterracekindaichi/
問い合わせ先 公民連携推進課（内線 362）
2019・11・1
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