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●身近で起きた出来事や楽しい話題、イベントなどの情報をお待ちしています。

　情報管理室（☎ 23-3114、FAX 22-1195）

い つまでもお元気で

100 歳のお祝い

　君成田喜
き い ち

一さんは 3 月 30 日、100 歳の誕生日

を迎えました。6 人兄弟の２番目の子として福岡地

区で生まれ、成人してからは市内の製材所に定年ま

で勤めました。現在は、好きな野球や相撲を楽しみ

ながら、田畑仕事などをして元気に過ごす君成田さ

ん。「皆さんや家族から祝っていただいてありがた

い。暖かい時期になってきたので、山に行って草取

りなどをしながらこれからも元気に過ごしたい」と

笑顔を見せました。 思い出を一緒に振り返り、楽しい時間を過ごした喜一さん（中央）

感謝の思い込め㈱フクタが市へ 500 万円を寄付

花 咲く未来に乾杯

地元の日本酒が成人式記念品に

久慈社長から記念品を受け取る実行委員の田口夏果さん

藤原市長に寄付金を手渡す中田勇司社長（左）

　砕石業などを営む㈱フクタは 3 月 24 日、地域振

興に役立ててほしいと、市に 500 万円を寄付しま

した。４月で創業 50 周年を迎え、この節目に地域

へ恩返しをしたいと思い、今回の寄付となりました。

　この日は、中田専
せんいち

市会長と中田勇
ゆ う じ

司社長が市役所

を訪れ、藤原市長へ目録を手渡しました。中田会長

は「皆さんに支えられ 50 年続けることができた。

二戸のために役立ててもらい、地域全体が盛り上

がってくれたら嬉しい」と感謝の思いを述べました。

地 域と共に半世紀

　令和４年成人式記念品贈呈式は 3 月 22 日、市役

所で行われ、㈱南部美人（久慈浩介社長）より、オ

リジナルラベルが貼られた 200 本の特別純米酒が

贈られました。記念品のラベルは、同成人式の実行

委員会と同社が共同で作成し、天台寺のアジサイを

モチーフにした花びらをちりばめたデザインになっ

ています。同実行委員会の小森夢
ゆうだい

大さんは「改めて

故郷について考える貴重な機会になった」と新成人

を代表して感謝の思いを述べました。

郷 土食を守り、地域活性化を促す

春工房の浪岡良春さんが「食の匠」に認定

現在はネット販売を中心に県内産そば粉や手打ちそばなどを販売

　郷土料理の知識が豊富で、技術が優れる人として

岩手県知事が認定する「食の匠」に、春工房を営む

浪岡良
よしはる

春さんの手打ちそばが認定されました。３月

28 日には藤原市長へ表敬訪問し、今後の抱負など

を述べました。

　浪岡さんは「こだわりは、二戸や滝沢など県産の

ものを使用し、昔ながらの手打ちで作っていること。

今後は若い世代にもそば打ちを積極的に広めていき

たい」と笑顔で話しました。

心 身を温める現代の湯治場を目指す

カダルテラス金田一、グランドオープン

　公民連携で進めてきた温泉宿泊施設「カダルテラ

ス金田一」が３月 26 日にグランドオープンを迎え

ました。記念式典には施工業者や市などの関係者が

出席し、テープカットや鏡開きを行いました。

　㈱カダルミライの大清水吉
よしのり

典代表取締役は「金田

一にかつてのにぎわいを取り戻し、地域から愛され

る場所になるよう精一杯努力していきたい」とあい

さつ。式典終了後は、プールデッキにて金田一小５

年の児童による金田一温泉の調査発表やマルシェが

開催され、多くの来場者でにぎわいました。
１／南部美人のお酒で鏡開き　２／ご当地キャラが来場者に記念

品を手渡す　３／金小の児童が考案した「金田ルト」を販売

学 ぶ、集う、交流する場「にこランス」

二戸中央コミュニティセンター落成式

式典では、テープカットが行われ、オープンを祝いました

　二戸駅周辺地区土地区画整理事業に伴い、建設を

進めてきた「二戸中央コミュニティセンター」が完

成し、３月 30 日に落成式を開催しました。式典に

は地域住民や放課後子ども教室に通う児童などが出

席し、愛称発表や施設見学が行われました。

　藤原淳市長は「区画整理事業が進み、新しく地域

の活動拠点が完成した。これからたくさん利用して

もらい、地元から愛される施設になってもらえれば

嬉しい」と期待を込めました。

１

２ ３



102022・5・1№ 39311

News  &  
Information

　令和４年二戸市成人式実行委員

会は飲酒運転・迷惑で危険な運転撲

滅誓約書 186 人分を提出しました。

　交通指導員および防犯隊の任命

式が行われ、藤原市長から任命書

が手渡されました。

二戸を火災から守る４/1

地域の安全を守る4/1

自分の行動に責任をもつ3/22

　金田一診療所の管理者となる川

村英一医師へ藤原市長より委嘱状

を交付しました。

地域に寄り添う医療を４/11

　市内小中学校周辺の街頭で登校

する児童生徒たちに交通安全を

呼びかけました。

　二戸警察署は交通安全意識を高

めてもらうため、カダルテラス金

田一に電子看板を設置しました。

交通安全の意識を高める4/13

交通安全の呼びかけ4/13

愛称「にこランス」を考えた秋元悠眞さんへ副賞を授与

　二戸中央コミュニティセン

ターの愛称が、福岡中２年の秋

元悠
ゆ う ま

眞さんの考案した「にこラ

ンス」に決定したことに際し、

市教育委員会は副賞授与式を行

いました。秋元さんは「『にこ

ランス』がさまざまな世代の笑

顔溢れる集いの場所になれば嬉

しい」と目を輝かせました。

4/12

　市内で民間では初の児童クラブ

がまつのまるこども園内に開設さ

れ、児童はゲームや本読みをして

楽しく過ごしました。

放課後も元気に安全に4/1

自 分らしく生きるために

NPO 法人カシオペア医療介護支援センター事務所開き

看板を設置する高橋浩理事長（右）と菅原光宏副理事長（左）

左 右確認、手をあげて！

市内小中学校で交通安全教室を開催

道路を渡るときは手を上げて、左右を確認してから歩きましょう

　市内の小中学校では４月８日～ 27 日にかけて、

交通安全教室が開催されました。４月 12 日の福岡

小では、自転車の点検方法やシミュレーターを用い

ての自転車の乗り方を学習。また、交通指導員が見

守る中で実際に路上を歩き、道路の歩き方や横断歩

道の渡り方を学びました。

　１年の高橋優
ゆ う と

斗さんは、「右、左、右を見てから

渡ることを頑張った。これからも左右確認を忘れず

横断歩道を渡りたい」と元気よく決意を述べました。

　NPO 法人カシオペア医療介護支援センター（高

橋浩理事長）は４月１日、市総合福祉センター内に

事務所を開設しました。

　同団体は、誰もが自分らしく安心して暮らせるよ

う、 情報通信技術（ICT) を活用した情報共有化な

どにより医療・介護・福祉の連携を図ることを目的

としています。高橋理事長は「地域の皆さんがこの

NPO法人があって良かったと思ってもらえるよう、

ひとつずつ形にしていきたい」と思いを述べました。

九 戸城跡の魅力を伝えます！

九戸城跡のガイドの活動を開始

同会員を含め関係者約 20人が集まり、九戸城跡を試歩

　二戸市観光協会（中田勇司会長）は４月６日、「城

の日」に合わせて九戸城跡のガイドの活動を開始し

ました。昨年度まで活動していた九戸城ボランティ

アガイドの会は、ガイドの高齢化などにより解散。

その後継に二戸市観光協会が九戸城跡をガイドでき

る人を募り、「九戸城ガイド」として再始動しました。

　ガイドの千葉美
み え

江さんは「全国から観光客が訪れ

る場所。九戸城の歴史の面白さなどを伝えていきた

い」と意気込みました。

ア ートで二戸を元気に！

まちなかアート展

来場者に作品の説明をする浪岡さん（左）

　福岡高校３年の浪岡道
みちすけ

祐さんは４月９日、あべは

んギャラリーで「まちなかアート展」を開催しまし

た。油絵や水彩画など約 30 点の作品を展示し、来

場者は高校生たちの力強い作品を鑑賞しました。

　浪岡さんは「想像以上に多くの人が訪れてくれて

嬉しい。展示会を機に、アートに興味を持ってもらっ

たり、自分を表現する楽しさを知ってもらいたい。

そしていつか、二戸がアートで溢れたまちになって

ほしい」と感謝の気持ちと願いを込めました。

　二戸市消防団長の任命式が行わ

れ、戸舘一
かずひろ

宏さんに辞令書が手渡さ

れました。任期は令和６年３月31日。
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●有料広告に関する問い合わせは、㈱ピラス（☎ 43-3800）まで

募募集

➡

お知らせ

➡

i

開園期間　4 月 1 日㈮～ 11 月

6 日㈰午前 9 時～午後４時 45

分（閉園午後５時）

場所　 八 戸 市 十 日 市 字 天 摩

33-2

休園日　月曜日（月曜日が祝日

の場合は翌日）

※遊具を利用する際は、マスク

の着用や一定の距離を空けて列

に並ぶなど、新型コロナウイル

ス感染症対策にご理解ご協力を

お願いします

問い合わせ先　八戸公園（☎

0178-96-2932）

～八戸・二戸・久慈地域～

八戸　
トピックス

「八戸公園こどもの国遊園地」

オープン！

ふるさと納税（３月1日～31日）

漆産業振興のために　　　 　

　　 　 18 件＝ 439,000 円

まちづくりのために

　　56 件＝ 1,125,000 円

子どもの教育のために

　　63 件＝ 1,654,000 円

福祉のために　　

　　　26 件＝ 464,000 円

九戸城跡整備振興のために

　　  7 件＝ 92,000 円

170 名様より 3,774,000 円のご

寄附をいただきました。ありが

とうございました。ご芳名はホー

ムページで紹介します。

堀野保育所に寄附

二戸市立堀野保育所父母の会

様より▶ポップアップサッカー

ゴール１セット▶ライトサッカー

ボール３個▶プリンター用イン

クカートリッジ１セット▶写真用

紙１セット

金田一保育所に寄附

二戸市立金田一保育所父母の会

様より▶パタパタデスクハイ▶

CD ラジオカセットレコーダー

（２台）▶ブリオメトロレール

▶アンパンマンすくすくウォー

カー▶はらぺこあおむしリズム

たいこ▶はらぺこあおむしはじめ

てのドレミ

浄法寺保育園に寄附

二戸市立浄法寺保育園保護者会

様より▶保育用折りたためる畳

５枚

ご厚志ありがとうございます

（無料）習字教室に入り

ませんか募
日時（場所）　6 月 4 日 ㈯ ～

12 月 17 日㈯までの全 15 回

午後 1 時 30 分～ 3 時（二戸

中央コミュニティセンター）

対象　市内の小学生

講師　漆原芳子氏

持ち物　習字道具一式、手拭き

タオル、新聞紙

定員　30 人※先着順

申込受付　平日午後５時まで

問い合わせ、申込先　二戸中央コ

ミュニティセンター（☎ 23-3990）

第１回Ｊアラート全国一

斉情報伝達試験i
　地震などに備え、全国瞬時警

報システム（Ｊアラート）を用

いた情報伝達試験を行います。

日時　５月 18 日㈬午前 11 時頃

放送対象　屋外拡声子局、戸別

受信機、防災ラジオ

問い合わせ先　防災安全課（☎

23-3117、内線 345）

「雑誌」と「本」のリサ

イクル市を行います！i
　貸し出しが終了した 2019

年の雑誌や本を提供します。

日時　５月 21 日㈯午前 10 時

10 分～ 11 時 40 分、午後２

時～３時※新型コロナ対策のた

め、先着７人ずつ 15 分の入室

場所　市立図書館 3 階視聴覚室

持ち物　利用者カード、エコ

バッグ

※手の消毒、マスク着用願います

問い合わせ先　市立図書館（☎

23-3447）

　春はクマが冬眠から目覚め、

食べ物を求めて活発に行動する

時期です。また、親子グマが多

く見られ、母グマは子グマを守

るため神経質になっています。

　クマを目撃した場合や痕跡

を見つけた際は、直ちに市役

所に連絡してください。

【山に入る際の注意点】

▶グループ行動を基本とする

▶朝夕は山中に入らない

▶出没状況を確認し危険な所

に近づかない

▶鈴、笛、ラジオなど音の出

るものを携帯する

▶天候の悪い日や水流の激し

い沢辺は、特に注意する

▶子グマを見たら立ち去る

【もしクマに出遭ったら…】

●遠くにいる時は、慌てず静

かに立ち去りましょう

●近くにいる時は、クマから

目を離さず、持ち物を静かに

地面において注意をそらし、

ゆっくりと後ずさりで離れま

しょう。背中を見せて逃げる

と、本能的に襲ってきます

●クマが人間を襲うときは、

前足で顔や頭を攻撃してくる

ので、両手で

かばってくだ

さい

問い合わせ先

環 境 推 進 室（ ☎ 23-1682）、

二 戸 保 健 福 祉 環 境 セ ン タ ー

（☎ 23-9202）

冬眠明けのクマに注意！ 新型コロナウイルスワクチン情報

　接種は２回行うので、１回目と２回目のそれぞれの予約が必要です。２回目接種は、１回

目接種の「３週間後の同じ曜日、時間」で、忘れずに予約をしてください。

医療機関　「ほそかわ小児科クリニック」

※５歳の誕生日を迎え、新たに対象となる人には、順次接種書類を送付します

小児（５～11歳）への接種を進めています

問い合わせ先　新型コロナワクチン接種対策室（☎ 22-5123）

　接種書類が届いたら同封の予約案内を確認し、予約をしてください。

対象者　２回目接種完了から６カ月以上経過した 12 ～ 17 歳の市民

使用するワクチン　ファイザー社「コミナティ筋注」

12～ 17歳の人も追加接種 (３回目 )の対象となりました

対象者　これまでにワクチン接種を受けていない 12 歳以上の市民

※すでに接種書類が届いている 11 歳の人で、１度も接種しないまま 12 歳に到達した場合、

12 歳以上の一般接種の対象となります。12 歳を迎えてから接種を受ける場合の予約は、

担当課へ連絡してください

初回接種 (１、２回目 )を希望する人は、担当課まで問い合わせください

田中舘愛橘博士

没後 70年特別企画展i
【田中舘愛橘博士に関するクイズ

に答えてプレゼントをもらおう！】

期間　５月 31日㈫まで

時間　午前９時～午後４時 30 分

場所　田中舘愛橘記念科学館

（３階）

【田中舘愛橘博士 写真展】（無料）

期間　5 月17日㈫～ 6 月5日㈰

時間　午前 9 時～午後５時

場所　シビックセンター１階

問い合わせ先　シビックセン

ター（☎ 25-5411）


