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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

　小野菊
き く え

江さんは９月２日、100 歳の誕生日を迎

えました。５人姉弟の長女として生まれ、若いころ

から農業一筋でとにかく弱みは見せず、働くのが生

きがいだったそうです。また、牛の飼育をしていた

こともあり、今でも牛肉は口にしないという面もあ

ります。４人の子供、９人の孫、10 人のひ孫、一

昨年に生まれた玄孫に恵まれました。

　小野さんは「ご飯と汁物をしっかり食べればこん

なに長生きできる」とにこやかに話しました。賞状をもつ小野さん（右から２番目）

春 風亭昇太さん、九戸城の魅力語る

令和４年度槻蔭舎きぼう塾

　槻蔭舎きぼう塾は９月５日、市民文化会館で開か

れました。この日は市内中学生や教育関係者など約

700 人が参加。落語界きっての「城マニア」とし

て知られる春風亭昇
しょうた

太さんと城郭ライターの萩原さ

ちこさんを講師に迎え、落語と九戸城についての講

演会を聴講しました。福岡中３年の山舘佐
さ わ

和さんは

「落語は難しいイメージだったが、想像力を働かせ

て聞くと面白かった。九戸城跡は歴史あるお城だと

知り、二戸を誇りに思った」と笑顔で話しました。
１/九戸城跡を見学　２/講演会「三たび九戸城を語る」　３/ユー

モアたっぷりの軽快な口調で落語を披露する春風亭昇太さん

浄法寺漆今季初出荷

五穀豊穣や無病息災の願い込め

各地区で人形まつりを開催

人形にはお供え物のお菓子をくくりつけ、まちを練り歩きました

浄法寺漆の基準を満たしているか真剣に審査

　今季採取された浄法寺漆は 8 月 16 日、初出荷を

迎えました。浄法寺カシオペアセンター岡本分館に

は合計約 270㌔の漆が持ち込まれ、ひとつずつ丁

寧に審査されました。合格した漆は文化財修復事業

者や漆精製業者などへ届けられる予定です。

　泉山義
よ し お

夫組合長は「雨の影響で掻き取り作業が思

うようにできなかったが、品質はしっかりとしたも

のが出そろった。今後の天候回復に期待して、採取

量増加につなげたい」と期待を込めました。

今 年も品質上々

　御返地福田地区と浄法寺山内地区で８月 16 日、

五穀豊穣と無病息災を願う「人形まつり」が行われ

ました。地域住民は男女それぞれのわら人形２体を

約２時間かけて作成。山内地区では人形を担ぎなが

ら練り歩きました。

　毎年参加している三浦嘉
か い ち

一さんは「疫病退散の目

的もあり、コロナに負けない気持ちで開催した。地

域住民の結束力を大切にこれからも続けていきた

い」と思いを述べました。

救 命業務の推進に貢献、松田さん

令和４年度救急功労者消防長官表彰

医療従事者が対象の講習会も実施する松田さん（左）

　二戸地区広域行政事務組合消防本部の消防課通信

指令係長の松田繁
しげかつ

勝さんは、救命功労者表彰（消防

庁長官表彰）を受けました。９月 15 日には市長室

を訪れ、今の思いや今後の抱負を述べました。

　平成 16 年に救命救急士資格を取得。救急車から

医療機関へ心電図を送るシステムの導入に尽力し

たことなどから今回の受賞となりました。松田さん

は「各市町村の医療従事者や仲間の協力あってこそ。

今後は後輩の育成などに努めたい」と話しました。

３

１

２

新 しい前掛け、心を込めて交換

JTH（浄小天台寺文化財保存会）豆地蔵の前掛け交換

前掛けを交換し、豆地蔵に手を合わせる児童

　浄法寺小学校（浅倉圭校長）の６年生 17 人は９

月 15 日、天台寺境内にある豆地蔵の前掛け交換を

行いました。用意した前掛け約 100 枚は、子ども

たちの手作り。一つひとつの豆地蔵に手を合わせ、

心を込めて作業を進めました。

　安ケ平煌
こ う た

太さんは「手作りの前掛けはミシンで縫

うところが難しかった。天台寺を訪れた人が、きれ

いになった前掛けに喜んでくれると嬉しい」と笑顔

で話しました。
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　二戸中央コミュニティセンター

で料理教室「二戸のチキンはなぜ

うまい？」を開催しました。

8/18 あべどりを使って料理教室

達増知事がリンゴ畑の大雨被害を視察

　達増拓也知事は８月３日の大雨

で大きな被害が出た県北地域を視

察しました。市内では釜沢地区の

リンゴ畑を訪れ、生産者や藤原市

長の説明を聞きながら川の氾濫で

土砂をかぶったリンゴの実の様子

などを見て回りました。

8/17

　第一生命保険㈱は、情報をわか

りやすく伝えるツール「デジタル

サイネージ」を市へ寄贈しました。

8/18 市民に情報分かりやすく

　二戸市商工会女性部は（公財）

日本道路協会より「道路功労者」

表彰を受賞しました。

8/19 地域に花が咲き誇るように

●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

ふるさと納税（８月1日～31日）

日本一の漆のまちの振興のために
　　　　19 件＝ 874,000 円

まちづくりのために
　　　  79 件＝ 2,288,000 円
子どもの教育のために
　　　  71 件＝ 1,763,000 円
福祉のために　　
　　　     13 件＝ 322,000 円
九戸城跡整備振興のために
　　        27 件＝ 930,000 円
209 名様より 6,177,000 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。

ご厚志ありがとうございます

新型コロナ関連

農家支援を行いますi
　新型コロナや国際情勢に伴

い、高騰している農業生産費の

一部を支援します。

対象者　①令和３年から引き続

き販売農家である者②令和４年

から農業生産を開始した者

支援額　①令和３年の農業生産

費の５％②５万円

申込期限　12 月 28 日㈬

問い合わせ、申込先　農林課（☎ 

23-0180）

新型コロナウイルスワクチン情報

10 月からオミクロン株に対応したワクチンへ切り替わります

対象者　初回接種 ( １～２回目 ) を完了した 12 歳以上の人

（初回接種を希望する人は担当課まで問い合わせください）

優先順位　①４回目接種対象者で未接種の人②エッセンシャル

ワーカー③上記以外④４回目接種から５カ月を経過した人

※優先順位などを考慮し、接種可能な人から順次お知らせします

使用ワクチン　コミナティ RTU 筋注（ファイザー社） 

接種医療機関　予約時に確認ください

予約方法　電話、インターネット

問い合わせ先　新型コロナワクチン接種対策室 ( ☎ 22-5123)

伝統芸能とクラフトアー

ト展を楽しもう！i
　秋のアートフェスタを開催し

ます。

日時　10 月 16 日㈰午前 10 時

～午後４時

場所　シビックセンター

内容　野外ステージ発表、地元

飲食店などによる出店

問い合わせ先　市民文化会館

（☎ 23-7111）

インフルエンザ予防接種

費用を助成しますi
　10 月上旬にインフルエンザ

予防接種の助成対象者へ案内文

書を送ります。内容を確認し、

接種を検討ください。

助成期間　令和５年２月 28 日

㈫まで

問い合わせ先　国保予防課（☎

23-1316） 第 38回冨田喜平司抽象

画展を開催i

　画廊「清佐衛門」を新しく開

設し、抽象画展を開催します。

日時　10 月３日㈪～ 15 日㈯午

前９時～正午、午後１時～４時

場所　二戸市浄法寺町松岡 11

（赤い屋根の蔵）　

問い合わせ先　冨田喜平司（☎

090-7324-5169）

巡回写真展「スウェーデ

ンのパパたち」i
　スウェーデンでは育児休暇制

度が整っており、男性の取得率

が約８割と、日本と比べ高い水

準です。

　思わず頬がゆるむ、育児休暇

中のパパたちと子どもたちの日

常をぜひご覧ください。

日程　10 月６日㈭～８日㈯

場所　シビックセンター　

問い合わせ先　子育て支援課

（☎ 23-1325）

九戸城跡本丸地区、二ノ

丸地区工事の現地公開募
日時　10月８日㈯正午～午後１時

公開場所　史跡九戸城跡第２期

整備工事現場

受付　さわやかトイレ前

定員　30 人（事前申し込み）

その他　参加時はマスク着用を

お願いします。体調が優れない

人は参加を控えてください

問い合わせ、申込先　文化財課

（☎ 23-8020）

トリコロールフェスタ×

えき祭りを開催！i
　東北新幹線二戸駅開業 20 周

年記念「トリコロールフェスタ

×えき祭り」を開催します。

日時（場所）　10 月８日㈯午前

11 時～午後４時（カシオペア

メッセ・なにゃーと）

イベント内容　石切所小マーチ

ングバンド▶わくわくキッズス

テージ▶駅関連クイズ大会▶

キャラクター撮影会▶郷土芸能

披露（ナニャトヤラ）

終日開催イベント　▶ふるさと

物産展▶うまいもん広場▶トリ

コロール抽選会（景品が無くな

り次第終了）

その他　駅周辺の駐車場は混み

合うので、公共交通機関（循環

バス）などを利用ください

※新型コロナ感染対策のため、

受け付けを済ませてから入場し

てください

問い合わせ先　東北新幹線二戸

駅等利用促進イベント実行委員

会（☎ 43-3213）

史跡九戸城跡発掘調査現

地説明会募
日時　10 月８日㈯午前 10 時

～ 11 時 30 分

場所　二ノ丸搦手、石沢館

受付　さわやかトイレ前

定員　60 人（事前申し込み）

問い合わせ、申込先　文化財課

（☎ 23-8020）

　小林繁
しげかつ

一さんは市に土地を寄附

し、評価額が 500 万円を越えたこ

とから紺綬褒章を受章しました。

9/16 これからも地域振興に尽力


