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みんなでつくる
活力ある協働の村づくり

第 回村議会定例会が３月４日から 日までの 日間︑役場
15

12

力を推進します﹂と所信を述べ︑平成 年度の村づくり全般に

くても活力と笑顔溢れるしあわせの郷九戸村を目指し︑協働の

本会議場で開かれました︒議会初日に五枚橋久夫村長は﹁小さ

1

村づくりのメニュー

したが、この間に多くの村民の皆様

して以来 か月余りが経過いたしま

私は、昨年４月 日に村長に就任

並びに村民の皆様の一層のご理解と

端を申し述べさせていただき、議会

今後の村政運営について、所信の一

諸議案の審議をお願いするにあたり、

度九戸村一般会計当初予算をはじめ、

村議会定例会が開会され、平成 年

おります。本村もそうした困難な局

まことに予測の難しい時代を迎えて

のように影響を及ぼしていくのか、

控えており、これらがそれぞれにど

ております。加えて消費税の増税も

で大幅な財政出動を推進しようとし

り、財政再建を一時棚上げした状態

の脱却を掲げ公共事業推進に舵を切

政権は震災復興とともにデフレから

て再び政権交代がなされました。新

月の衆議院議員総選挙におきまし

迷による閉塞感は否めません。昨年

これからの村づくりにおいては、

事業の計上は極力抑えております。

先行きが不透明な中ですので、新規

初は国の政権交代などもあり財政の

ることとなりますが、平成 年度当

定めた計画は策定から３年目を迎え

笑顔溢れるしあわせの郷九戸村」と

村の将来像を「小さくても活力と

な姿勢です。

根幹であるというのが、私の基本的

処していくことが村政運営の一番の

そこに掲げられた諸課題に着実に対

ただいて作成されたものですので、

魅力ある産業の創出
健康で安心して暮らせる村
教育・文化の充実
豊かな自然環境の保全
快適で安全な村
みんなでつくる協働の村

と触れる機会に恵まれ、いろいろな

面におかれているわけですが、国や

これまでの行政や地域の仕組みを見

①
②
③
④
⑤
⑥

話をうかがうことができました。こ

県をはじめ多方面の動きに緊張感を

直し、村民の皆様が自分たちで頑張

未来が開けてくるものと考えており

月に策定されました「新九戸村総合

申し上げておりますが、平成 年３

ための基本目標に沿って、新年度に

それでは、この計画を具現化する

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ます。

発展計画」は多くの村民の参画をい

さて、これまでも機会あるごとに

参る所存です。

12

本日ここに、平成 年第１回九戸

のことは、今後の村政運営にとって

持って対峙することにより、村民の

ろうとする「協働の力」をさらに強
す。

ご協力を賜りたいと思います。

大きな糧になるものと思っておりま

皆様がこの九戸村で安心して暮らし

くしていただくことにより、明るい

村長の所信表明演述の内容を紹介します︒
︵２ー９㌻︶

わたる基本的な考えと主な施策を明らかにしました︒ここでは︑

25

ていただけますよう全力を傾注して
興元年から本年を復興加速年と位置

過ぎ去ろうとする中、県は昨年の復

あの大震災から２年という年月が

25

づけし、被災地支援を強化するとし
ております。

25

25

20

一方で県北部地方において景気低

23

10

2

向かっての所信を述べさせていただ
これまでと同様に取り組んで参りま

等直接支払制度」につきましても、

ります。また、
「第三期・中山間地域

安定対策」と名称が変わり

は、新年度より「経営所得

農業者戸別所得補償制度

に入っております「農地・水・環境

まずもって農業振興です。第二期

幹線道路の改良舗装工事を継続し、

農道整備については畑総地区内の

後継者の育成・確保に努めて参ります。

給付金事業」を活用して、本村農業

し支援していくとともに、
「青年就農

行う担い手育成・確保対策事業に対

は、
「株式会社ナインズファーム」が

農業後継者確保対策につきまして

高齢化、担い手不足などの

米の消費減退や農業者の

与する対策の周知と誘導を

により農家の所得向上に寄

成に向け、水田の有効活用

で、米の生産数量目標の達

組みで実施されるとのこと

ますが、基本的には同じ枠

ルの増となります。

きます。
す。

保全向上対策」は、村内の水田地帯

畑総地区の作業効率の向上に努め、

状況を打破するため、消費

①魅力ある産業の創出

地区２８５ヘクタール及び畑地帯

灌水施設の有効活用の促進を図りま

者重視の考え方に立って、

13

太陽光パネル助成を計画

農家の所得向上と

１地区 ヘクタールで導入されてお
す。
農地・水・環境保全向上対策などにより農業振興に取り組みます（写真は山屋地区）

13

県と全農岩手県本部では「需

図って参ります。

り、新年度も継続して取り組んで参

国の米政策改革大綱に

して、生産調整方針作成者

あるべき姿 の
｣ 実現に向け、
村農業再生協議会を中心と

レンジ米」
、県の生産団地指定を受け

農産物として需要の高い「エコ・チャ

ており、本村としても安全・安心な

に重点を置いた取り組みを打ち出し

新年度は、九戸村園芸産地確立サ

び悩みました。

し、野菜全体では対前年比 ％と伸

価格が低迷して販売額が大幅に減少

の減退や他産地と出荷時期が競合し、

ものの、ピーマンは猛暑による消費

要に応じた売れる米づくり」

とこれに参加する農業者が

ている か
｢ ぐやもち の
｣ 、さらなる
生産面積拡大を目指してＪＡ等関係

ポートセンターを核として関係機関

沿って、需要に応じた米づ

主体的に米の需給調整に取

機関と一体となり取り組んで参りま

と連携しながら、主要重点推進作物

くりを推進し 米
｢ づくりの

り組み、平成 年度も農業

す。

ネギなど主要作物４品目を中心に、魅力ある農業経営を推進します

者戸別所得補償制度を活用

平成 年産米生産数量目

達成することができました。

しながら、生産数量目標を

的な猛暑と干ばつなど、農家にとっ

９月下旬までの長期にわたった記録

くて圃場準備も遅れ、７月下旬から

園芸について、昨年は雪解けが遅

参ります。

農業経営を確立するため取り組んで

し、優良産地化と魅力ある安定した

４品目を中心に栽培指導体制を強化

産量が増加したこともあり、花卉全

年を若干下回ったものの、菊類の生

花卉は、主力であるリンドウが昨

標は、約１８０６トン、面
となり、前年度に比較する

ネギは販売額で前年を若干上回った

特に本村の主力品目である人参、

て苦労の多い一年でありました。

86
積換算で３５８ヘクタール

24

と面積換算値で４ヘクター
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す。新年度におきましても、新規栽

体の販売額は前年を上回っておりま
り、林業経営の採算性は著

や木材価格の長期低迷によ

が、国産材の利用率の低下

立地した企業はありませんでした。

団地に立地する１社が撤退し、新規

響により前年比約 ％の減少となっ

生産量や販売額は、廃作や減作の影

葉たばこについて、平成 年産の

者による「森林経営計画」

採択の基となる、森林所有

等と連携しながら補助事業

村と致しましても森林組合

畜産振興につきましては、福島原

森林の整備を推進するとと

行組合等と協議しながら、

リフォーム助成事業、さらに新規事

雇用の場はどうしても必要であるこ

とから、立地条件の優位性と立地企

業への支援制度をＰＲしながら、引

き続き企業誘致に向けて努力して参

ります。また、
企業誘致だけではなく、

地場企業の業務拡張を支援すること

も重要であり、販路の拡大や農産物

を主体とした原料の調達などを通じ、

村としてできることを支援して参り

ます。

５つ目に、観光振興についてです。

東日本大震災以降、岩手県内全域で

観光客が大幅に減少しました。

平泉世界遺産登録や「いわてデス

ティネーションキャンペーン」等に

より、回復傾向にあると県観光統計

による発表がありましたが、本村に

おいては平成 年３月末で高速道路

無料化が打ち切りとなって以来、オ

ドデ館入込み客が前年比 ・８％に

止まっている状況です。

このようなことから、本村の代表

的な観光資源である折爪岳の自然環

続しながら、村が購入する物品、発

小企業金融対策利子補給事業」を継

このようなことから新年度も、
「中

出よりも海外を選択する傾向が続き、

の地域を除いて、企業は地方への進

です。今日の経済の状況から、一部

４つ目として、企業誘致について

連携しながら誘客活動を進めて参り

県や関係機関、さらには沿岸地域と

境を活かした観光イベントの誘致や、

次に林業振興についてです。村の

注する工事はできるだけ地元業者を

残念ながら平成 年度は本村の工業
24

ます。

テレビ小説「あまちゃん」に合わせ、

４月から放送されるＮＨＫ朝の連続

面積の ％を占める森林は、本村に

優先するとともに各種祝い金や住宅

75

の負担軽減に努めて参ります。

おける貴重な資源となっております

商品券」を活用して参ります。

しかし、若者の定住を考えますと

培者の掘り起こしや各種事業を活用
しく悪化しております。
国では、森林法を改正し、

ております。しかしながらその単位
の策定を支援して参ります。

森林・林業の再生に向けた

当たり収量と販売額は前年を上回り、
また、森林整備事業等の

り栽培面積の拡大を図り、安定した

本村農業の基幹作物として位置づけ

新たな実施基準等も示され

施策を進めておりますが、

られており、今後も省力化機械の導

ることとなっておりますの

発事故を起因とする放射性物質の影

もに、有効な事業導入により林業の

で、森林組合や村の林業実

響により、廃用牛の出荷滞留や牧草

業として予定しております太陽光パ
３つ目として、商工業の振興です。

再生と森林所有者の負担軽減を図っ

は、１００ベクレルを超過していな

全国的に不況が長期化する中で、地

また、お休みどころ「んだ・なす」

の利用自粛など深刻な影響を引き続

い草地においても一層の放射性物質

域経済も低迷を続け、本村小売業は、

や「まちの駅 まさざね館」を活用

ネルの設置助成事業など、個人向け

の低減と風評被害の払拭を図るため、

少子高齢化の進行や購買力の村外流

した商店街の賑わい創出のため、商

て参ります。

農家で ・３ヘクタールの牧草地

出により、厳しい経営を余儀なくさ

の給付金や補助金には、
「九戸村共通

の除染作業に取り組み、廃用牛の出

き受けることとなりました。新年度

て参ります。

入や後継者の育成支援などで振興し

生産量の確保に努めて参ります。

とともに、有望品種の導入などによ

してリンドウの新植・改植を進める

平成 25 年度から新たに、太陽光パネル設置に対して助成します

工会の活動を支援して参ります。

92

24

れています。

24

20

荷滞留につきましては、村営牧野を

21

有効に活用していただき、農家の方々

13

4

②健康で安心して暮らせる村

保育料軽減を継続し、

ます。また、母体や胎児の

に対する支援を行って参り

努め、今後も幼児と保護者

や発達障がいの早期発見に

親子関係に問題がある家庭

行い、子どもの成長確認と

幼児健診及び５歳児健診を

もの健康づくりとして、乳

す。未来を担う大切な子ど

５人の減少となっておりま

とともに、要支援者には必要に応じ

２次スクリーニング検査を実施する

対象者に、保健師の家庭訪問による

ニング検査」で、フォローとなった

殺対策につきまして、
「うつスクリー

を図り、予防に努めて参ります。自

ドローム対策として、職場との連携

します。さらに、メタボリックシン

クについても予算を確保し対応いた

診しやすい体制を整え、１日人間ドッ

未受診者への受診勧奨など住民が受

予防するため、特定健康診査・特定

医療費の伸びを抑制し生活習慣病を

余儀なくされています。これからも、

が減少し、今後も厳しい財政運営を

国民健康保険特別会計は年々税収

ます。

間で連携を取りながら支援して参り

で見守る体制づくりを図り、関係者

ランティアの協力を得ながら、地域

キーパーとなる住民を養成、傾聴ボ

の予防活動を継続するほか、ゲート

ニーズに対応した保育サー

実施や多様化する

医療費助成事業の

の対象とすることとなっております

患者を追加し、障がい福祉サービス

が施行され、障がい者の定義に難病

平成 年４月より障害者総合支援法

３つ目に、
障がい者福祉の充実です。

て参ります。

康で明るく元気な村づくりを目指し

健康管理のため、健診補助

今後も、医師による悩みごと相談、

保健指導の受診率の向上に努め、健

軽減を図り、さわやかハッ

保健師の出前相談、まさざね館での

て訪問支援して参ります。

ピーファミリー祝金の交付

おしゃべりサロン「ひだまり」など

や出産にかかる経費負担の

や、
放課後児童クラブの充実、

ビスの提供に努めるととも

ので、村としても障がい者支援体制

健診補助や保育料軽減を継続し子育て支援を充実します

に、昨年度からの保育料軽
減を継続し、仕事と子育て
の両立を支援して参ります。

亡の減少、健康寿命の延伸と、健康

ため、子どもの健康づくり、壮年死

く元気に生活できる社会を実現する

少子高齢化が進む中、健康で明る

年度も同様に全額補助で事

ン接種につきましては、新

ンと小児用肺炎球菌ワクチ

がんワクチン、ヒブワクチ

実です。予防接種の子宮頸

２つ目は、保健医療の充

に関する質の向上を目指した施策を

また、各種がん検診の受

業を進めて参ります。

１ つ 目 に、 子 育 て 支 援 の 充 実 で

診率向上を目指し、休日検

の確立や法律の円滑な施行に努めて

参ります。

また、地域活動支援センター「エー

ル」の活動支援、自立支援給付費や

高齢者・障がい者にやさしい住まい

づくり事業、あるいは村単独で実施

する助成事業により、引き続き障が

い者の生活を支援して参ります。

４つ目は、高齢者福祉の充実です。

本村の高齢化率は、本年 月末現在、

・５％と昨年同時期（ ・２％）

1

34

進めて参ります。
す。村内の児童の本年 月末現在の

25

と比べて、若干上昇しております。

34

仕事と子育ての両立を支援

さわやかハッピーファミリー祝金や、放課後児童クラブなどで仕事と子育てを支援

診や節目年齢者の無料検診、

広報くのへ◦2013（Ｈ25）4月

5

1

出生者数は、 人と前年同時期より
26
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五枚橋村長

このような状況で、加齢による身体
機能の低下を予防するための対策と
して、
「介護予防教室」や水中ウォー
キング事業、生きがいディサービス
事業など、さまざまな支援事業を実
施しており、
今後も継続して参ります。
また、地域包括支援センターを中心
に関係機関と連携しながら、高齢者
のニーズや状態の変化に応じ必要な
サービスが提供される「地域包括ケ
ア」や、
介護度が重症化しないよう「介
護予防」を重視したシステムに取り
組んで参ります。
最後に、あったか生活支援事業に
ついてです。これまで毎年度ごとに、

域との協働により推進して

学校経営を学校、家庭、地

ることにより、目標達成型の

その評価結果を広く公表す

見交換を通じて評価を行い、

係者が教育活動の観察や意

会を設け、
素晴らしい先人の志を伝承・

との歴史、文化に触れていただく機

ります。多くの皆様方から、ふるさ

向け取り組んで参りたいと考えてお

さらに調査を進め、国の史跡指定に

史跡指定を受けているところですが、

山の昔穴遺跡については、現在、県の

伝達し、郷土に誇りを持っていただ

参ります。

教員相互の授業参観など

生徒の学力向上を推進しま

業への改善に取り組み、児童

を図るとともに、わかる授

の維持、修繕には相応の費用を要す

が顕在化してきております。これら

いて、いくつかの教育施設の老朽化

４つ目に教育環境施設の充実につ

きたいと考えております。

す。次にキャリア教育につ

る状況でございますが、調査を進め

により、教員の授業力の向上

いて、
子供の発達段階に応じ、

５つ目に伊保内高等学校の存続に

ながら年次計画をもって適切な管理

り、生徒が将来社会人・職

ついてですが、先般、一般入学者選抜

学校教育活動全体で計画的・

業人として自立できるための能力を

における志願状況が発表になり、残

に努めて参ります。

調和がとれ、創造性と進取の気性に

育成して参ります。

組織的に取り組むことによ

度からは、冬季間の経済的負担軽減

富み、広い視野で社会の変化に主体

２つ目に社会教育の充実と生涯学

の志願者数で志願倍率０・ 倍という

状況を見ながら補正予算措置により

を図るための生活支援と福祉の増進、

的に対応できる能力と行動力を持つ、

習について、教育振興運動の取り組

事業を実施して参りましたが、新年

併せて村内消費拡大を目的とし、年

人間性豊かな青少年の育成と村民の

状況です。村としては新年度におい

念ながら募集定員 人に対して 人

内の交付ができるよう、当初予算に

みを通じ、学校、家庭、地域住民等

組みを自己評価するとともに、その

計画について、設定した目標や取り

各学校において策定する学校経営

ます。

の協働による学校経営の推進を図り

動の充実に取り組み、家庭、地域と

新指導要領の趣旨を踏まえた学習活

誰でもいつでも学習できる環境整備

進については、
公民館学級などを通じ、

談体制の充実を図り、生涯学習の推

くりを確立し、学習情報の提供や相

地域全体で子育てを支援する体制づ

いては、保護者と地域が一体となり、

して参ります。家庭教育の充実につ

の連携協力による環境づくりを推進

を掲げておりますので、早期に改修

までに県立高校の耐震化率１００％

施設についても、県では平成 年度

く存続に向けた努力をして参ります。

ながら、統一要望等を通してより強

県に対しては地域の実情等を説明し

の拡充を考えているところでもあり、

て、さらに伊保内高校教育振興補助

わせてお願いして参ります。

あるいは新築をしていただくようあ

３つ目に文化芸術の振興です。黒

を進めて参ります。

80
結果や改善方策について、保護者や
学校評議員、地域住民などの学校関

はじめに学校教育についてですが、

学習の場の提供に努めて参ります。

うお願いいたします。

③教育・文化の充実

学校、家庭、地域と
協働の環境づくりを推進
村の教育目標である、知・徳・体の

41

33

27

ご理解の上、ご賛同いただきますよ

計上させていただきました。趣旨を

将来、生徒が自立できるための能力を育成するキャリア教育を推進します

6

努めて参ります。

きと学ぶことができる環境づくりに

通じて、村民が生涯を通して生き生

習活動・スポーツ活動・文化活動を

概要について申し上げましたが、学

以上、基本的な考え方と教育施策の

サイクルにも取り組んで参りたいと

りますが、新年度からは、衣類のリ

向から横ばい・減少傾向となってお

によって、ごみ収集処理量は増加傾

リユース・リサイクル」の３Ｒ運動

おります。このため、
「リデュース・

努めて参ります。

しめるよう施設の適正な維持管理に

守りながら、村民が安心・安全に楽

におきましても、この豊かな自然を

公園等を整備して参りました。今後

場としてコロポックルランドや農村

める憩いの場、都市住民との交流の

ましては、新年度においても、主要

おります。なお、長興寺地区につき

工事が順次着手される運びになって

すが、両地区ともに新年度において

根地区は本年度一部着工しておりま

整備が事業化となっております。山

ては、山根地区、泥ノ木地区の道路

地方道二戸九戸線の交差点改良のた

考えております。
ごみ問題は、日常生活に密接に関

めの調査が引き続き進められること

道に未だ整備が必要な路線

事を実施いたしました。今

めの最終覆土と排水処理工

向けてゴミの流出防止のた

について、本年度は閉鎖に

二ツ家地区の最終処分場

て行い、道路網整備を実施

た橋梁の修繕工事をあわせ

た、長寿命化修繕計画に沿っ

事を実施して参ります。ま

線ほか４路線の改良舗装工

村道整備として、戸田石沢

参ります。

択に向けて国・県へ強く働きかけて

所につきましては、引き続き事業採

地区、戸田地区の歩道が未設置の箇

さらに伊保内バイパスや、長興寺

になっております。

わる重要な問題であり、ごみの総重
量の約 ％を占める生ごみの減量が、

④豊かな自然環境の保全
ごみ全体の減量化につながることか

⑤快適で安全な村

ら、新年度においても生ごみ電動処

若者住宅２戸建設予定

戸田石沢線ほか４路線改良舗装

生ごみ処理容器・
コンポスターに助成

理機への助成制度を継続し、さらに、

それらの取扱いの講習会も

が残っておりますので、今

生ごみ処理容器・コンポスターにつ

実施することとしておりま

後とも地域経済、住民生活

快適で住みよい生活環境創造のた

す。村民一人ひとりの取り

に密着した道路網の整備に

村内の道路は、一部の村道や生活

組みとご協力のもとに、さ

努めて参ります。

いても助成の対象に加え、あわせて

生ごみ処理容器・コンポスターを助成対象に加え、ごみの減量化に努めます

め、循環型社会の形成が求められて

らなるごみの減量化に努め

後は場内の水質検査と地温、

するとともに、地区住民と

新年度におきましては、

発生ガスの追跡調査を２カ

の協働により経費節減に努

て参ります。

年間実施し、平成 年度に

めながら、村道の維持管理
を進めて参ります。

は処分場の廃止とする計画
になっております。

国道３４０号につきまし

若者定住促進住宅を２戸建設予定（写真は江刺家若者住宅）

40

村では村民が身近に楽し
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五枚橋村長

め、水洗化率の向上を図っ

汚水処理事業への理解を求

した定住促進住宅の整備を、平成
て参ります。

住宅につきましては若者を対象と
年度より実施しておりまして、村全

定となっており、平成 年度までに

新年度においても、２戸建設する予

体で 戸の整備が完了いたしました。
続き現有能力の改善を進め、

水道事業については、引き

衛生的な生活を支える上

22

宅 団地の維持修繕工事を実施する

また、新年度においても、村営住

戸を整備して参ります。
条件等により、これまで上

参ります。また、地理的な

安定した水の供給に努めて

て参ります。
事業を継続して実施します。
交通安全の確保は、安全で

住宅用の太陽光発電システム設置
に新年度の一般会計当初予算に計上

安心な社会の実現を図って

次 に 交 通 安 全 対 策 で す。

しており、住宅リフォーム助成や住

さらに、火災や各種の災害の危険

から住民の生命、身体及び財産を保

護すること等を目的とする消防防災

行政は、自治体におきましては最も

基本的で、
かつ重要な活動であります。

現在、村の消防活動は、二戸広域消

防九戸分署の常備消防と、非常備消

防である九戸村消防団が緊密に連携

を図りながら、各種災害に対処して

いるところですが、本村では消防団

は今なお消防防災活動の中核を担っ

ており、ますます重要になっていく

ものと考えております。

新年度におきましては、小型動力

ポンプ積載車１台の更新が計画され

の整備、充実を進めて参りますが、

ており、今後も団員の皆様が活動し

り、悲惨な交通事故の根絶

れば交通事故は防げるものではあり

消防・防災対応は、
「自分たちの地域

いくために重要な要素であ

き、居住環境の向上及び村内商工業

に向けて、人間優先の交通安全思想

ません。交通関係機関のみならず、

の管渠整備を実施し、合併処理浄化

業については、引き続き二ツ家地区

る見込みです。今後の公共下水道事

本年度末で普及率が ・８％に達す

道、合併処理浄化槽を合わせますと、

は、現在整備を進めている公共下水

生活を支える汚水処理事業について

ける「目覚まし純情運転作戦」など、

交通安全を直接ドライバーに呼びか

の協力のもと、お盆の帰省客に対し、

動の実施や、８月には関係機関など

への広報車での交通事故防止広報活

指導や、交通指導員による村内全域

運動には、黄色い羽根の配付と街頭

これまで、春・秋の全国交通安全

揚を図るとともに、青少年の健全育

して住民の防犯思想・安全意識の高

青少年問題協議会、学警連等と連携

ると思います。
村では警察や防犯協会、

現することは、住民共通の願いであ

ない明るく住み良い地域社会」を実

続いて防犯についてです。
「犯罪の

ころであり、今後とも地域住民の安

平成 年度整備のインターネット光

次に情報化推進事業についてです。

図って参ります。

あらゆる機会を通じて住民に啓発を

災情報の提供を進め、防災訓練等の

連携していくことが肝要であり、防

地域住民と防災関係機関とが相互に

は自分たちで守る」
という意識のもと、

やすいように、消防施設・機械器具

者の活性化を継続して図って参りま

のもと各施策を推進していく必要が

す。

槽については、今後も普及・促進に

さまざまな交通安全活動を展開して

成や風俗環境の浄化に努めてきたと

地域の環境保全に貢献し、快適な

努めることとし、新年度においても

おります。
しかしながら、村民一人ひとりの

全確保になお一層努力して参ります。

参ります。

補助事業を実施して整備を進めて参
ります。また、これまで下水道・農

交通安全に対する意識や協力が無け

63

業集落排水事業で整備した地区では、

市と地方の情報格差の解消が実現さ

充実を図って参ります。光回線は都

政サービスの情報化等により生活の

村の情報配信の整備を進め、また行

回線の活用が今後の課題と認識し、

22

全の啓蒙活動や、安全対策を講じて

各種団体等とも協力しながら交通安

黄色い羽根の配付と街頭指導などにより安全で安心な村を目指します

あります。

宅新築助成とは別枠でご利用いただ

に対する補助につきましては、新た

域の飲料水確保対策の補助

水道の整備が遅れていた地

26

11

など、良質で安全な住宅提供に努め

15
10

8

れるため、ビジネスチャンス創出の
環境整備に努め、地域活性化を目指

⑥みんなでつくる協働の村

の活性化に努めて参ります。

ります平成 年度の起債発行残高は

約 億７４４０万円でしたが、平成

の中で、積極的な情報提供等による
任を持って、地域社会における課題

村民と行政がそれぞれの役割と責

て「集落環境整備事業補助金」の活

度においてもこれを継続し、あわせ

した補助金としておりますが、新年

数による定額分を加えて、より充実

進におきましても、本年度から世帯

る地域づくり活動補助金」事業の推

位のご理解とご協力により、多くの

行財政改革は議会をはじめ村民各

ほどになっております。

円から２倍以上の 億８１６６万円

種基金の合計額は約 億２８９９万

る 億１９８２万円余りになり、各

年度決算では、ほぼ３分の２とな

従来から行ってきた「住みたくな

支援を実施し、悪質巧妙な犯罪につ
を解決する協働の仕組みづくりと、

用を促進することによりまして、明

成果を上げて参りましたが、今後に

住みたくなる地域づくり

きましては、岩手県立県民生活セン
住民参画による地域コミュニティ活

るく活力ある協働の村づくりを一層

おきましても不断に無駄を排し、住

な製品があふれ複雑化する現代社会

また、本村には優れた地

りを推進して参ります。

様と共に協働による村づく

「指針」に基づき、村民の皆

準備作業中です。今後この

のようなものを策定すべく

を策定し、さらに平成 年度には「第

年度に
「九戸村行財政改革プログラム」

ならないと考えております。平成

ることなく取り組んでいかなければ

を維持発展させていくため、立ち止ま

厳しい財政状況の中で住民サービス

次に、
行財政改革の推進については、

せん。住民の皆様の協働による参画

スの低下は許されるものではありま

境の中にありましても、住民サービ

ていただきました。厳しい行財政環

営の課題と重点施策を申し述べさせ

以上のとおり、これからの村政運

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

民福祉の向上に邁進していかなけれ

域活動を行っている自治会

２次行財政改革プログラム」を定め、

をいただきながら、暮らしの安心安

さらに、自治会活動の核となる集

もありますので、そうした

多くの方々にご協力いただきながら

全を守って参りますので、村民をは

そのため、現在協働の村づくりを

自治会から学びながら、住

行政経費の徹底的な削減に努めてお

じめ議会の皆様の村政に対するご協

ばならないと考えております。引き

みやすい集落づくりや災害

ります。その結果、平成 年度は単

力を切に念願するものでございます。

落センターの整備及び修繕について、

時の助け合いなど相互扶助

年度財政効果目標額５１８３万１千

結びに、日頃皆様からいただいてお

推進するための基本原則や役割分担

の体制づくりを進めるとと

円に対し、４５６７万６千円の経費

りますご厚情に深く感謝申し上げま

続きご理解とご協力を賜りますよう

もに、村職員からなる地域

削減が見込まれており、これまでの

すとともに、本議会に提出いたしま

今後も支援して参ります。

サポーターの活用等により

財政効果額は３億６０８９万６千円

行財政改革プログラムの基準年であ

私の所信表明とさせていただきます。

りますようお願い申し上げまして、

した議案につきましても、ご理解賜

お願い申し上げます。

地域の要望を十分に反映さ

などを定める、言わば「協働の指針」

活動補助金を拡充

ター及び二戸消費生活センターとの
動の充実と地域活性化への取り組み

推進して参ります。

して参ります。

10

24

となる見込みになっております。

16

これらの取り組みの成果として、

24

21

最後に、
消費者対策の充実です。
様々

連携体制により迅速な解決に努め、
を支援して参ります。

して参ります。

16

村民の皆様の安心な消費生活を目指

56

23

37

せた自治会支援ができるよ
う、各種補助事業への取り

みんなでつくる協働の村づくりを推進し、住みたくなる地域を目指します

組みなどを行いながら地域
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財

歳入総額

源）

1％

33億
9,860万円
依存

財源

（83. ％）
9

地方交付税
19億1,496万円
（56.4％）

一般会計予算の推移

【地方交付税】財政力に応じて国から配分されるお金。
【村債】村が国などから借りるお金。
【自主財源】村が自主的に収入することができる財源。
【依存財源】国や県から定められた額を交付される財源。

各会計別の予算と伸び率（△はマイナス）
一

計

般

名
会

平成24年度

平成25年度

伸び率

計 33億7,266万円 33億9,860万円

特

国民健康保険

0.8%

8億2,651万円 8億7,310万円
4,945万円

5,107万円

3.3%

別

農業集落排水事業

2,644万円

2,649万円

0.2%

会

1億4,764万円 1億5,096万円

2.2%

索

計

業

2,968万円

2,704万円 △8.9%

戸 田 財 産 区

1,191万円

547万円 △54.1%

伊保内財産区

1,003万円

667万円 △33.5%

江刺家財産区

723万円

517万円 △28.5%

水

道

道

事

事

合

業
計

△6.1％）

23

35 億 9,007 万円（同

4.8％）

22

34 億 2,545 万円（同

3.0％）

21

33 億 2,520 万円（同

2.3％）

20

32 億 5,149 万円（同 △10.3％）

19

36 億 2,378 万円（同

0.1％）

18

36 億 1,979 万円（同

△2.6％）

17

37 億 1,690 万円（同

6.8％）

16

34 億 9,598 万円（同

△8.3％）

0

平成
25

年度の一般会計当初

予 算 は、 骨 格 予 算 だ っ た 昨

年度当初予算を２５９４万

月補正後予

6

円 上 回 り、 投 資 的 経 費 な ど

を肉付けした

算を８０９０万円下回る

33

億９８６０万円となりまし

た。 ま た、 特 別 会 計 や 水 道

％

3

事業会計を加えた総予算は

1

46

億５６９０万円で、昨年度

より６１９５万円、 ・

％

56

多くなっています。

歳入 地方交付税が

㌽

7

40 億円

30

※数値は一般会計。人口は 6,462 人（平成 25 年２月末現在
住民基本台帳人口）、村債は 25 年度当初の残高見込みで計算。

一般会計予算の歳入を

1

20

予算額
525,936円（前年度517,600円）
村税
63,959円（ 同 63,838円）
借金（村債）残高 596,039円（ 同 591,348円）

見 る と、 地 方 交 付 税 が

％（昨年度比 ・

4

億１４９６万円で全体の

56 19

10

村民一人あたりの…

1.3%

・

減）を占めてトップ。次いで

村債、村税、県支出金と続き

1

ます。自主財源は、昨年度を

９３０万円（ ・７％）下回

0

る５億４８４８万円となりま

した。村税は２６７万円（ ・

6

％）の減となっています。

依 存 財 源 は、 前 年 度 よ り

21

３５２１万円増加。中でも国

庫支出金（ ％増）
、県支出金

（ ・９％増）の増加率が高く、

これは、橋梁長寿命化修繕事

業に伴う国庫・県補助金の増

24

33 億 7,266 万円（同

1億1,340万円 1億1,233万円 △0.9%
45億9,495万円 46億5,690万円

33 億 9,860 万円（対前年度比 0.8％）

24

5.6%

後期高齢者医療
下 水 道 事 業

※平成16 年、20 年、24年度は骨格予算

年度
25

用 語 解 説 ・ 歳 入

会

25

予算

使用料及び手数料
5,557万円
（1.6％）
その他
2,061万円
（0.6％）

前年度比０・８％増

自主

平成 年 度

（1.7％）
諸収入5,900万円

村税
4億1,330万円
（12.2％）

（ 1 6.

村債
4億3,960万円
（12.9％）

33

（0.3％）
その他1,094万円

億９８６０万円

地方消費税交付金
4,680万円
（1.4％）
地方譲与税
5,198万円
（1.5％）
国庫支出金
1億6,192万円
（4.8％）
県支出金
2億2,392万円
（6.6％）

10

2億4,617万円
（7.2％）
積立金
500万円
（0.2％）
予備費
228万円
（0.1％）
維持補修費
（0.0％）
投資・出資・貸付金100万円

主な投資的事業

707万円

水道整備事業

100万円

いわて未来農業確立総合支援事業

2,459万円

農道改良事業

3,522万円
120万円

住宅リフォーム助成事業

300万円

太陽光発電システム導入助成事業

100万円

道路維持補修事業

706万円

村道新設改良事業

1億2,315万円

橋梁長寿命化修繕事業

3,370万円

定住促進住宅建設事業

4,220万円

小型動力ポンプ積載車更新事業

846万円

教員住宅浄化槽設置事業

570万円

部落公民館整備事業

289万円

補助費
4億3,941万円
（12.9％）

◆資本的収入・支出（投下資本の増減に関する取引）
・支出…4,519万円

（10.0％）

投資的経費
3億1,746万円
（9.3％）

歳出総額

億
33
9,860万円

29

が主な要因です。

歳出 総務費 ％でトップ

歳出を性質別に見ると、人

4

件費や公債費、扶助費を合わ

5

％減

億５３３０万円、これに

13

せた義務的経費が ・

の

その他の経費を加えた一般行

％増

5

30

億８１１４万円と

0

政経費は

なり、前年度より ・

3

加しました。投資的経費は前

億１７４６万

3

年 度 よ り １ １ ８ ０ 万 円（ ・

9

％）多い、

円となりました。

％でトッ

1

目 的 別 で は、 総 務 費（ 住

29

民サービスや一般事務な

ど）が全体の ・

プ、 前 年 度 よ り ３ ４ ６ ０ 万

円（ ３・６ ％） 増 と な り ま し

た。続いて、民生費（福祉や

保育園など）と続きます。増

・

広報くのへ◦2013（Ｈ25）４月

加率が最も高かったのは土

木 費（ ７ １ ４ ３ 万 円 ＝

％増）
。前年度は骨格予算

だったこともあり、道路維持

費や新設改良費が増えまし

た。一方減額率が最も高かっ

％）下

た の は 公 債 費 で、 前 年 度 を

８５４７万円（ ・

回る４億１００３万円となり

ました。
11

（9.3％

土木費
【目的別】
3億5,185万円
民生費
（10.4％）
7億1,137万円
公債費
（20.9％）
4億1,003万円
（12.1％）

【公債費】村債（借金）の返済に充てるお金。
【扶助費】生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害
者福祉法、などの法令に基づいて支出する経費。
【物件費】委託料、賃金、旅費、役務費など。
【義務的経費】人件費や扶助費などのように、村の機能を維
持していくために必ず支払わなければならない経費。
【投資的経費】道路の建設などのように、施設が将来に残る
ものに対する経費。

25

扶助費

総務費
9億9,066万円
（29.1％）

教育費
2億6,125万円
（7.7％）

用 語 解 説 ・ 歳 出

2

【性質別】

農林水産業費
2億2,709万円
（6.7％）

※収入不足の4,213万円は過年度分損益勘定留保資金等
で補てんされます。

17

9,860万円

公債費
4億1,002万円
（12.1％）

商工費2,966万円（0.9％）
予備費 500万円（0.1％）
議会費5,883万円（1.7％）
衛生費
1億4,937万円（4.4％）
消防費
2億349万円（6.0％）

・支出…1億1,233万円

5

33億

物件費
6億2,799万円
（18.5％）

◆収益的収入・支出（１年間の損益取引）

・収入…306万円

歳出総額

投 資 的 経） 3億4,050万円

水道事業会計予算の内訳

・収入…1億1,233万円

義務

）

費（39.8％）

木造住宅耐震改修支援事業

9％
0.

経

700万円

的

農業生産基盤整備事業

人件費
6億278万円
（17.7％）

繰出金
4億599万円
（12.0％）

費

合併処理浄化槽整備事業補助金交付事業

5

522万円

の経費（

地域福祉事業

の他

300万円

そ

高齢者・障害者にやさしい住まいづくり推進事業

補佐兼国保住民班長（住民生活課

祉班長）野辺地実▽住民生活課長

班長（住民生活課長補佐兼地域福

▽総務企画課長補佐兼地域振興

補佐兼地域振興班長）吉川清一郎

佐兼庶務財政班長（総務企画課長

■課長補佐級▽総務企画課長補

長）細川育子

班長（総務企画課庶務財政担当課

古舘英一▽教育次長兼教育総務

民生活課長補佐兼国保住民班長）

長兼住民生活課地域福祉班長（住

活課主幹兼総合福祉センター所

所長（教育次長）大石実▽住民生

業委員会事務局長併任水道事業

■課長級▽農林建設課長併任農

補）細川勇也▽伊保内保育園保育

教育委員会主事（教育委員会主事

事（住民生活課主事）久保太毅▽

主事補）山本猛輝▽農林建設課主

毅▽住民生活課主事（住民生活課

課主事（農林建設課主事）岩渕信

設課主事）和田沙耶香▽住民生活

祐太郎▽住民生活課主事（農林建

課主事（総務企画課主事補）桂川

室主事）小野寺さゆり▽総務企画

■主事級▽総務企画課主事（出納

部真利子

広域派遣（住民生活課主事）鳥谷

（農林建設課主事）篠山剛▽二戸

任）野辺地利之▽農林建設課主任

▽住民生活課主任（総務企画課主

課主任（二戸広域派遣）岩崎浩美

賞しました。表彰旗は全国

協会優良消防団表彰旗を受
畑勝美団長が優良消防団の

ショーホールで開かれ、川

都 の 日 本 消 防 会 館・ ニ ッ

消防協会から優良消防団の

の栄誉に輝きました。日本
れ、長年の功績や努力をた

日、 Ｈ Ｏ Ｚ ホ ー ル で 開 か

受賞記念祝賀会は３月３

く感謝しま

れたものと深

から敬意を表します」とお

以来、

められ、昭和

日まで続いた無火災

す」とあいさ

祝いの言葉を述べました。

器 具 の 愛 護、

のたゆまざる

長が「先輩方

表して川畑団

主催者を代

福 し ま し た。

１１０人が出席し受賞を祝

表彰旗に選ばれたのは、昭

表彰旗を受賞しました。

消防団が選ばれ、岩

から

村職員の人事異動

主査）下川原裕子▽農林建設課主

士（ひめほたるこども園保育士）

たえるために、団員など約

手県では村消防団が表彰旗

年度

五枚橋久夫村長が「平成

査（住民生活課主査）晴山美佐子

上村真由美

年ぶりと

年度以来、

平成

年

▽戸田保育園長（伊保内保育園主

■新採用▽出納室主事補＝佐藤

村消防団が優良消防団に輝く

５月

任保育士）小井田まき子▽ひめ

康輔▽住民生活課主事補＝野辺

人事異動が４月１日付で発令されました。
（カッコ内は異動前の職名）

５２５日間の達成は、快挙

ほたるこども園長（戸田保育園

地龍一▽住民生活課主事補＝上

年ぶり 表彰旗の栄誉

努力を継承

であったと思います。平成

長）田村隆子▽教育委員会次長補

宿智史▽住民生活課保健師＝船

日に東京

し、消防技術

年度は県消防操法競技会

佐兼生涯学習班長（総務企画課主

山信香

表彰式は２月

の錬磨や機械

での初優勝の栄冠を勝ち取

査）大向一司▽体育センター所長

■退職（３月 日付）▽小田野幸

24

26

つ。

年ぶりの受賞に心

35

九戸村消防団が日本消防

防火・防災活

り、消防力の高さを示しま

補佐（教育委員会主査）小野寺正

（農林建設課長併任農業委員会事

日から平成

動などの長年

し た。 こ の た び の 受 賞 は、

▽議会事務局書記（住民生活課主

務局長併任水道事業所長）▽稲葉

月

にわたる取り

これまでの数々の功績が認

査）大久保勝彦

節子（教育委員会次長補佐）▽下

年

組みが評価さ

年度の受賞

■主任級▽総務企画課主任（議会

25

和
なる快挙となりました。

優良消防団の表彰旗を受賞した、川畑勝美団長（左）

52

25

村美江子
（ひめほたるこども園長）

祝賀会で長年の努力に感謝を述べる川畑団長

事務局書記）松浦拓志▽住民生活

13 10

52

31

22
24

52
40

35

12

償金などの制度があります。

の活動を行っています。

団・ 婦 人 消 防 協 力 隊 で は、

◎地域を守るため、あなたの力が必要です

●入団の要件

●自分たちの地域は
自分たちで守る

九 戸 村 に 住 ん で い る か、

康な方であれば、条例定数

団員・隊員数の減少や高齢

現在、九戸村の多くの分

の範囲内で、どなたでも消

化が進んでおり、若い方々

歳以上の健

防団に入団することができ

勤務している

要性があらためて認識され

ます。

消防団員募集
害など防御活動はもちろん
ました。

消防団は、火災や地震など

い業務を行っており、地域

動や社会奉仕活動など幅広

消防団員の身分は、非常勤

自治会や学校区などの住

地域は自分たちで守る と
｣
いう防災意識を高め、安全

災害などから 自
｢ 分たちの

の 力 を 必 要 と し て い ま す。

のこと、災害の予防広報活

●婦人消防協力隊とは

の災害から皆さんの生命や財

コミュニティーにおける防

で住みよい地域をつくるた

●消防団とは

●消防団の身分

産を守るため、消防本部や消

民で組織される、私たちの

隊で活動してみませんか？

（特別職）の地方公務員です。

主 防 災 組 織 』 と い い ま す。

災の中心的な役割を担って

ている地域住民の方々が自

本村では、九戸村婦人消防

防署と同じく法律に基づいて

阪神・淡路大震災や東日

らの意志で消防団に入団し

協力隊がこれにあたります。

お近くの消防団または総

め、消防団・婦人消防協力

本大震災では、自らも被災

ています。団員には、災害時

婦人消防協力隊は村内の全

一番身近な防災組織を『自

し て い る に も か か わ ら ず、

などの出動に対する手当、活

世帯をもって構成されてお

務 企 画 課（
２
- １１１内
線１６７）までお問い合わ

それぞれ自分の職業を持っ

機関で、九戸村では２７４人

地震直後から消火活動や救

動時のけがなどに対する公

り、その活動隊として火災

います。

が消防団員として活躍してい

助活動、物資の搬送など幅

務災害補償、一定年数以上勤

各市町村が設置している消防

ます。（平成 年３月１日現在）

広い活動に従事し、大規模

消防団にいつ入る？

（写真＝県操法競技会
で最優秀１番員に選
ばれた、第 14 分団の
関畑友昭さん）

42

今でしょ！！

●消防団の役割

って一緒に地域を
守りませんか？

●問い合わせ

消防団は、地域で発生し

せください。

広報くのへ◦2013（Ｈ25）４月

13

18

消防団には前から入りたいと思って
いました。なぜなら消防団は楽しいし、
地域の役に立てるからです。
団員になって 12 年目ですが、実際
入ってみて、地元のいろんな人の顔を
覚えられるし、友人が多くできました。
「困った時に真っ先に頼りにするのは
消防団」と言ってくれた高齢の方がい
ました。地域や九戸村のために微力な
がら力になれることが嬉しいです。消
防団員も減少し高齢化になっている中
で、若い自分たちの力が必要とされて
いると感じています。
村に住む若い皆
さん。消防団に入

予防や防災知識の普及など

第14分団

関畑 友昭さん

続した団員に対する退職報

「消防に出会えて幸せ」

災害時の消防団の役割の重

消防団員の声

た火災の鎮圧や地震、風水

二戸支部操法競技会で活躍する第７分団の選手
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m u r a

n o

w a d a i

むらのわだい
皆さんからいろいろな情報をお待ちしています。

お気軽に広報担当☎ 42-2111（内線 168）へお寄せください。

村内 43 人が小学校を卒業

６年間の思い出を胸に
村内５つの小学校で卒業式が行われ、６年間通い慣れた学
発表し、
「すてきな自分と出会う道」を歌う江刺家小の卒業生８人

び舎を 43 人が巣立ちました。３月 16 日に行われた江刺家
小学校では、盛島寛校長が「卒業してもいつでも笑顔であい
さつのできる人になってほしい」と式辞。８人が卒業証書を
受け取り、在校生を含む全校生徒 42 人が一人一人、お互い
の思い出などお別れのことばを発表しました。
伊保内小学校では 19 日、保護者などに見守られながら、
18 人が卒業証書を受け取りました。卒業生が学習発表会で
披露した狂言を交えて門出の言葉を発表。全校生徒で「あな

久保智克校長から卒業証書を授与 「旅立ちの日に」を合唱し、歌で感
される伊保内小の川畑太一君
謝を表現する伊保内小学校の卒業生

たにありがとう」を合唱し、歌で感謝の気持ちを伝えました。

山根小児童が「たらりら」を録音

笑顔と声で復興願う

山根小学校の全校児童は３月 14 日、ボーカルユニット「アン
ダーパス」が訪れ、
「たらりら」を録音し歌での復興を願いました。
県内で音楽活動をするアンダーパスの代表曲「たらりら」を元気
いっぱいに合唱。九戸村バージョンと三陸復興応援バージョンの
２曲を、笑顔で明るく歌って録音しました。収録された曲は４月
末に販売予定で、売り上げ１組当たり 1,000 円を「いわての学
び希望基金」へ寄附する予定とのことです。日和宗志君（５年）
は「楽しく歌えて良かった」と充実した表情を浮かべていました。

コカ･コーラ㈱久慈営業所小船和彦所長から千葉利夫教育長へ目録が贈呈

コカ・コーラから 3,000 万円の助成

九戸中に太陽光発電

九戸中学校（中嶋敦校長）に太陽光発電設備と蓄電池の設
置が決定しました。３月７日、みちのくコカ ･ コーラボトリ
ング株式会社・久慈営業所の小船和彦所長から千葉利夫教育
長へ目録が手渡されました。コカ・コーラ復興支援基金を活
用して、復興支援とクリーンエネルギーを通じた環境教育の
促進を目的に、東北３県の公立小中学校の 35 校に設置予定
です。九戸中学校に 3,000 万円の設置費用が助成され、太
陽光発電と蓄電池が平成 25 年度に設置される予定です。

元気いっぱいに「たらりら」を歌う、山根小児童たち
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伊保内高等学校卒業式

43 人が夢抱き、旅立つ
伊保内高等学校の卒業式は３月１
日に行われ、43 人の卒業生が３年間
親しんだ学び舎を旅立ちました。
式では内藤賢一校長が
「家族や友達、
周囲の幸せが自分の幸せにつながり
ます。自信を持って自分を大きく育て
てください」と卒業生を激励。
在校生代表の岩渕颯太君が「伊保内
高校で培われた力を生かし、自分たち
の道を切り開いてください」と卒業生

お別れのことばを一人ずつ元気よく

へ励ましの言葉を送りました。卒業生
の川向真未さんが「この学び舎で学
んだことを胸に刻み、43 人の仲間と
共にこれからの未来へ大きな夢と希
望を抱き、力強く前進していきます」
卒業証書を授与される伊保内高等学校の大塚嵐君

と新たな道へ決意を述べました。

卒業証書を手渡される、江刺家小学
校の森下奈津美さん

ひめほたるこども園で卒園式

22 人が元気に大きく成長
ひめほたるこども園で３月22日、
卒園証書授与式が行われ、
園児 22 人が卒園しました。式では下村美江子園長から園児
一人一人に卒園証書が手渡されました。下村園長は「こんな
に友達を大事にする園児を初めてみました。小学校に行って
からも、勉強やスポーツに励んでください」とはなむけの言
葉を送りました。その後、卒園児が一人ずつありがとうの気
持ちを元気よく発表。大きくなった園児たちを見て、保護者
あふれる感情を抑え、涙をこらえながら最後の合唱を発表する卒業生

の皆さんはわが子の成長に目を細めて喜んでいました。

50 人が九戸中を卒業

ハーモニーが花を添える
九戸中学校の卒業式が３月 13 日に行われ、卒業生 50 人が義務
教育を終え、学び舎を卒業しました。式では中嶋敦校長から一人一
め い

人に卒業証書が手渡されました。大崎明生さんは「３年間を胸に刻
み、自信を持って未来に向かってください」と心からエールを送り、
新田千尋さんが「みんなで作ったシンボルマークは最高の団結の
証し。いかなる困難にも立ち向かい、一歩一歩、歩んでいきます」
と決意を発表。卒業生と在校生による最後の合唱交換は、体育館いっ
ぱいに美しいハーモニーを奏で新たな旅立ちへ花を添えました。
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元気よく歌い、ありがとうを伝える卒園児たち

の 広 場
編み物はお手の物

さん

21

長寿祝い金が手渡

年生まれ

44

されました︒

明治

で村で２番目の長

寿となる小川さ

ん︒趣味は編み物

でお孫さんへズボ

ン下も編んであげ

手慣れた手つきで編む 102 歳の小川さん

たそうです︒編み

分以上も熱心

棒と毛糸を持つと手慣れた

102

歳を祝福

手つきで︑

小川タヨ

に編んでいました︒

20

小川タヨさんが２月 日︑

１ ０ ２ 歳 の 誕 生 日 を 迎 え︑

歳を祝う

栗谷川清太郎さん笑顔で99歳

日︑

23
99

栗谷川清太郎さ

んが２月

歳の誕生日を迎

え︑五枚橋久夫村

長から花束と長寿

祝い金が手渡され

る

ました︒この日は︑

白寿を祝福される栗谷川清太郎さん（中央）

ご家族や折爪荘の

職員の方々と祝福

しました︒

栗 谷 川 さ ん が 若 い 時 は︑

し こ な

軍隊に入り相撲を取ってい

たとのこと︒腕には四股名

が入っており︑大会にも出

場していたそうです︒ご飯

は 残 さ ず 全 部 食 べ て お り︑

歳生きることが目標

最近はお酒とたばこもやめ

て︑

との栗谷川さん︒いつまで

も元気にお過ごしください︒

100

五枚橋久夫村長から花束と

さん

五枚橋村長から︑花束が手渡さ
れました

99

長寿祝い金と花束贈られる

滝谷トミ

20

日︑滝谷トミさん

歳の誕生日を迎え︑五

２月

が

枚橋久夫村長から長寿祝い

金 と 花 束 が 贈 ら れ ま し た︒

この日は︑滝谷さんのご家

族や︑折爪荘の職員の方々

でお祝いを行いました︒若

いころは草を取る時に花ま

で取ってしまうほど︑一生

懸命稼いだそうです︒これ

からも元気にお過ごしくだ

さい︒

99

か

山本 瑠海ちゃん
１歳のお誕生日おめでとう☆
つば き

４月２４日生まれ／戸田下
（父）正男さん（母）由美子さん

「はやく大きくなってお兄ちゃんた
ちと野球しようね。」父・母より

安堵城 椿希ちゃん
４月３日生まれ／長興寺上
（父）博幸さん（母）まゆみさん

たつ ひさ

滝本 龍央ちゃん

「いっぱい食べて元気よく育ってネ！
Ｐ . Ｓリチばあちゃん見てる！？」

４月２５日生まれ／川向
（父）裕太さん（母）美里さん
あや か

「元気にやさしく育ってね。
」
お父さん・お母さんより

恵津森 絢香ちゃん
４月９日生まれ／伊保内下
（父）崇さん（母）笑美子さん

「明るく優しい子になって
ね。
」お父さん・お母さんより
ゆう き

三春 祐輝ちゃん
４月２０日生まれ／二ツ家
（父）誠さん（母）美智子さん

「元気で優しい子に育って下さ
い。
」お父さん・お母さんより

めい は

戸田 芽葉ちゃん
４月３０日生まれ／川向
（父）千晴さん（母）照美さん

「お姉ちゃんと仲良く負けないで大きく
なろうね。」お父さん・お母さんより
◉５月に１歳を迎える赤ちゃんの写真を大募集！！
ご希望の方は４月 12 日（金）までに、
写真（データも可）
を広報担当
（☎ 42-2111 内線 168）
までお持ちください。
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み ん な

くのへ俳句会

むらの文芸
第２９ 回
岑子

雪女

高島ふみ女

枝キク

青村

也

畦畔

第

点

◆村明るい選挙推進協議会会長賞

◆村選挙管理委員会委員長賞

︻二月例会の席題句︼※上部の は席題︒
かんが
春浅し・鑑みてあんなこんなと春浅し︵青 村︶
山 ・八方の山晴れ渡る二月尽 ︵青 村︶
歩を休め時忘るるや春の山 ︵赤 藤︶
俳句愛で農守り来し山笑う ︵雪 女︶
山肌をみせて麗や春の風 ︵義 也︶
かもしか
羚羊の去り行く跡や山はるか︵畦 畔︶
︵雑詠︶
・色の良き二階の屋根や凍豆腐︵畦 畔︶
息災で感謝あるのみ二月尽︵ふみ女︶
ひとよ
七坂を越え来し一世四温晴︵雪 女︶
︻寄稿句︼
春一番窓をたたいて大あばれ︵戸田小２千鶴︶
春がきた野にも山にも小川にも︵戸田小２佳之︶
︻訂正︼
︵前号の当欄下段︶◆二行目︑古舘や
すお句︒
︵×︶
﹁鳥鳴く⁝﹂↓︵○︶
﹁烏鳴く⁝﹂
◆八行目︑﹁冬ざれや⁝﹂は︑︵×︶善也句↓︵○︶
義也句︒◆十六行目の寄稿者学年は
︵○︶
二年︒

回村明るい選挙

ご覧ください︒

童・ 生 徒 の 力 作 を ぜ ひ

行 っ て い ま す の で︑ 児

館２階で４月８日まで

募作品の展示は村公民

の応募がありました︒応

内の小中学生から

同コンクールには村

２年︶が選ばれました︒

桂 川 さ え さ ん︵ 九 戸 中

歩さん︵山根小６年︶と

行 わ れ︑ 最 高 賞 に 本 堂

啓発習字コンクールが

古舘やすお

田村

義

老の胸傷つき易き春嵐
舘村
物の芽に遅速のありし郷里かな
それなりに娑婆に暮らすや涅槃雪
哀歓の春灯共に暮らしおる
裏山に芽吹きの色のやさしくて
如月や日向に猫の眠りおり
春炬燵児等の居ぬ間の眠り癖
春の海穏やかすぎて震災忌
春めくや電話の向かふの孫の声
雪解水小川のせせらぎ大きくて
春休み子ら熱中す面子打ち
ならい
患ふて気力も失せて春北風
ひ き ぐ も
春茜飛機雲音無く延びていく

さん
受賞

23

菅野
馬の息白く大きく年来たる
ちゃぐ馬の粧ひ新た御元日
路地の奥奥へあまねし初日影
着飾りし馬の鈴行く明の春
災害の町より届く若布かな
冬部
歩の弾む弥生の日差しに誘われて
物芽吹く園児募集の掲示板
春光の充つる句座へと急ぎけり

さん

本以上の歯

本以上ある

枝キクさん︵南田︶

本堂歩さん桂川さえさんが最高賞

８の字にめぐる機関車春休
啓蟄や微々たるものに躓きし

歳で

歳に

岩手県歯科医師
会 か ら︑
歯が

２人が表彰されま
した︒受賞された
方は次のとおりで
す︒
︵敬称略︶
枝キ
野辺地タキさん︵江刺家︶

明るい選挙啓発習字コンクール

9

野辺地タキ

20

なってもご自分の

80

▽野辺地タキ︵江
刺家上︶
︑
ク︵南田︶

2013（Ｈ25）４月
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本堂歩さん（山根小６年）

桂川さえさん（九戸中２年）

83

80

20

いつでも・どこでも・どなたでも…

生涯学習だより

生涯学習・女性教室が閉講式

年度村生涯学習ア

寸劇が笑いと歓声を生む
平成
カデミー・女性教室合同閉
講式が２月 日、ＨＯＺホー
人が

年度最後の講

ルで開かれ、受講生
参加し平成
座を受講しました。
開会式では、千葉利夫教
育長が、
「自分自身の可能性
を追求し、今後も学習を重
ねて自己を磨いてほしい」
担当の橘社会教育指導員は、

５つの演目を上演。
「てーへ

ら古館さくら一座を招待し、

成果が得られ良かった」と

新しい事へチャレンジでき、

場からは笑い声が上がって

てしまった状態を演じ、会

んだ」では、認知症になっ

平成 年度村青少年海外派
遣事業報告会が２月 日、保
護者なども参加して村山村開

スコットランド研修を５人が報告

年の七戸奈々美さん、屋形場

海外派遣には九戸中学校２

き、ありがとうございました」

実した日々を過ごすことがで

ただいたお陰で、約２週間充

異文化体験を将来に生かす

春菜さんと、伊保内高等学校

と謝辞を述べました。

「派遣を終えた皆さんの顔は

最後に、杉村勇吉議長が、

２年の竹村拓也君、橘愛良さ

ん、土佐直子さんの５人が参

加。 月８日から 日までの

体験を報告しました。その後、

ドで研修を行い、その貴重な

のために頑張ってほしい」と

の体験を生かして、村や地域

ふれているように感じる。こ

輝いており、たくましさがあ

派遣生を代表して土佐直子さ

派遣生をねぎらいました。

日間、英国のスコットラン

んが「多くの方に支援してい

スキー大会出場
ド 当 て な ど ３ 種 類 を 披 露。

んと主な功績を紹介します。

会スポーツ賞に輝いた皆さ

校６年︶＝二戸地区小中学

▽下川原涼太︵伊保内小学

年度冬季村体育協
受講生の石川ツエさんがタ

今回は４人が受賞しました。

︻スポーツ奨励賞︼
ネを見破ることに成功。代

校スキー大会大回転競技３

年度か

︵敬称略・学校・学年は受賞

ら平成 年度︶

年連続優勝︵平成

表から記念のハンテンがプ

︻スポーツ優秀選手賞︼
▽浅水洸佳︵平舘高校２年︶

５年︶＝二戸地区小中学校

▽森美沙希︵伊保内小学校

ひろか

回全国高等学校ス

＝第

スキー大会大回転競技３年

年度から

キー大会出場

平成 年度︶

あふれる寸劇が披露される

回全国中学校

連続優勝︵平成
３年︶＝第

▽下川原雄大︵九戸中学校

加者を交えながらユーモア

紫波町の方言を使い、参

手が湧きおこりました。

時︶

平成

功績をたたえられ４人が受賞

冬季村体育協会スポーツ賞

発センターで開かれました。

14

21

22

22

とあいさつ。また、同講座
「平成 年度は、両事業とも

平成 年度の実績を報告。

スコットランドの研修に参加した皆さん

レゼントされ、会場から拍

いました。手品では、カー

21

11

24

24

浅水洸佳さん

左から森美沙希さん、下川原雄大君、下川原涼太君

ユニークな寸劇に拍手を送る受講生の皆さん

と、会場から笑い声と歓声
が沸き上がっていました。

50

88

21

24

記念公演では、紫波町か

参加者を交えながら手品を披露

24

24

62

24
24

24

18

の相互利用に関する協定を結びました。村に在住する村
民は、4 月 1 日から下記の３館で貸出などのサービスが
利用できるようになります。
●八戸市立図書館

☎ 0178-22-0266

●八戸市立南郷図書館

☎ 0178-60-8100

開館時間

・平日

午前９時〜午後７時

・土、日、祝日 午前９時〜午後５時
●八戸市図書情報センター ☎ 0178-70-2600
開館時間

・平日

午前９時〜午後８時

・土、日、祝日 午前９時〜午後６時
（３館共通）

・国民の祝日の翌日 ・年末年始
・館内整理日（毎月月末）

本村の上位入賞者を紹介し

ます。
︵敬称略、学校・学年

八戸市教育委員会と村教育員会が３月 15 日、図書館

人

は大会時︶

▼小学生３・４年男子 ①森

②福田巧︵くのへジュニア︶

太 久 斗︵ く の へ ジ ュ ニ ア ︶

競技はジャイアントスラ

▼小学生５・６年女子 ②森

スキー場で行われました。

ロームで行われ、十和

▼小学生５・６年男子 ①下

美沙希︵くのへジュニア︶

人 が 出 場。

111

田市や七戸町を含む県

川原涼太︵くのへジュニア︶

内外から

選 手 は、 小 学 生 １・２

︵くのへジュニア︶

▼中学生女子 ①浅水愛佳

７部門に分かれて、１

▼中学生男子 ①下川原雄

2013（Ｈ25）４月

歳以上までの

回のみの滑走でタイム

大︵くのへジュニア︶

広報くのへ
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111

八戸市立図書館を利用できます

※ 休館日
○開館時間／平日９時～19時・土日祝９時～17時
○休 館 日／年末年始・お盆と祭り期間

年から

を競い合いました。選

30

歳以下 ①髙

これはちびちび君。大好き
な子がいるんだ！だけど上の
ほう。ずっとずっと上のほう。
ちびちび君はちっちゃいけど
キスしたいから頑張った。だ
けどとてもちっちゃいから…
ゆびぬきに乗って、マッチ箱
に乗って届くかなぁ !?

▼一般女子

ジーン ウイリス 作／小峰書店

手たちは日ごろ練習で

ちっちゃくたっておっきな愛

松光仁︵村スキー協会︶

ＯＬたちの本音が炸裂してま
ーす。
「日曜日 布団干したい で
も寝たい」
、
「今はもう そっと
しとおいて 誕生日」
、
「新人の
かわいい返事 真似てみる」
、
「う
ちの部下 見ざる聞かざる 気が
利かず」
、
「きつくなる 目つき
性格 腹まわり」
、
「ストレスは
仕事じゃないの あなたなの」

培 っ た 技 術 を 生 か し、

ポプラ社編集部 編／ポプラ社

50

歳以下 ①桂

女子会川柳

川正弘︵村スキー協会︶

家族のために、急にワイ
ン片手に我が家にやってく
る友人たちのために、「お待
たせしません」をモットー
に作る〝モリクミ食堂〟の
おいしいレシピの数々を紹
介 し ま す。 私 の 料 理 は「 手
早く簡単に作ること」が信
条。食べたいときこそおい
しいとき！

▼一般男子

森 久美子 著／光文社

果敢に旗門を攻める下川原涼太君

士気を高めて果敢に旗

「せっかち」はウマい！

門 を 攻 め て い ま し た。

２０１１年３月１１日。４万
人が住む三陸の港町、釜石を襲
った津波は、死者・行方不明者
1 千人もの犠牲を出した。各施
設を瞬く間に埋め尽くす、戦時
下を思わせる未曾有の遺体数。
次々と直面する顔見知りの「体」
にたちすくみつつも、人々はど
う弔いを成していったのか？

村スキー選手権大会に

石井 光太 著／新潮社

１本に懸け︑果敢に攻める

日、村営くのへ

24

遺体

19

28

回村スキー選手権大

今月のおすすめ図書

第

会が２月

Books

いつでも・どこでも・どなたでも…

スコットランド研修

平成 年度青少年海外派遣事業は、 月 日から 日まで英国での現地研修を

11

８

21

ことを紹介しました。五人がそれぞれのこと

文化を伝えることが出来ました。
九日目、最後のドラーアカデミーの登校で

間という長いフライトでした。ロンドンに着

二日目、成田空港からロンドンへ。十二時

２本線が入っていました。とても驚きました。

良い人でその人の制服の腕のところには白い

舎の案内をして頂きました。その生徒は頭の

六日目、ドラーアカデミーの生徒の人に校

でみんなと過ごすのも最後だなと考えるとさ

かったです。夜帰ってテレビを見ながらこれ

が出てきてビックリしました。とてもうれし

べることを頑張ってくれました。最後ケーキ

リーと食べました。みんなはしを使って食

20

かしこの研修を通して、自分の思っている

とばかりで少し大変なこともありました。し

生活で、日本と言葉、生活の仕方など違うこ

本に帰る時が来ました。この研修は英語での

十三日目、今日でロンドンともお別れ。日

館は一日では見きれないほどの広さでした。

ビッグベンや大英博物館に行きました。博物

十二日目、ロンドン観光二日目、この日は

いました。

た。道にはリスなどがいて自然豊かだなと思

ンドンへ行き、グリニッジ天文台に行きまし

と子どもとも別れました。その後飛行機でロ

ホストファミリーに誕生日を祝福される七戸奈々美さん︵前列右︶

行い、５人の派遣生が異国の文化や教育などを学びました。今月号では派遣生の

たら春菜さんがいてビックリしました。日本

を頑張って紹介していました。ドラーの生徒

体験レポートを紹介します。

語で話せたので安心して、楽しく買い物をす

リング城に行きました。とても大きくてビッ

した。私は日本舞踊を披露しました。日本の

達は楽しみながら、そして真剣に見てくれま

スコットランド二週間の研修。研修の前の

クリしました。日本のお城とは、造りが全く

四日目、ホストファミリーの方々とスター

勉強会では、グレアムさん夫妻にスコットラ

スを教えて頂きました。何種類もあり覚える

した。ボアイエ先生からスコティッシュダン

五日目、ドラーアカデミーでの一週間がス

違いました。

な気持ちもありましたが、日本のことをきち

のが大変でしたが楽しく踊ることが出来まし

十日目、ホストファミリーと過ごす最後の

タートしました。ドラーアカデミーまでは、

の二階の席に座ることが出来ました。そして

日でした。この日はホストファミリーのみん

んと伝えることが出来るかなど不安な事ばか

そして当日、二戸駅から東京へ。成田空港

この日はエジンバラへ行き、エジンバラ城を

なとグラスゴーへ行きました。この日は私の

た。

で外国のお金に替えました。そのとき、これ

見ることが出来ました。エジンバラ城から見

誕生日でした。夜、日本料理をホストファミ

二階建てバスでの登校でした。私もそのバス

から日本という国を離れて、言葉も文化も違

る景色はとてもきれいでした。

いたら時差の関係で夜でした。とても眠かっ

この日は美術、英語、地理の授業に参加しま

てくれて休みの日にはショッピングをした

たです。ロンドンからエジンバラへ、そして

七日目、ゴルフで有名なセントアンド

り、上手に話せないときも、みんなで考えて

みしくなりました。毎日おいしい料理を作っ

会うことができました。車に乗っているとき

リュースに行きました。お城の中庭には墓地

くれたり感謝することばかりです。

した。楽しく授業することが出来ました。

は緊張で何も話すことが出来ませんでした。

や井戸がありました。買い物中に少し迷子に

ドラーアカデミーまで行き、そこでお父さん

家でお母さんとハグをして別れました。車で

十一日目、とうとう別れの日が来ました。

家に着いたらみんなが明るく出迎えてくれま

八日目、ドラーアカデミーの生徒に日本の

ということが大切だと思いました。

なりました。どんな時でも気を抜かずにいる

ファミリーの子と買い物に行きました。そし

三日目、午後から家の近くのお店にホスト

した。

ドラーへ。やっとホストファミリーの方々に

感しました。

うスコットランドという所に行くんだなと実

りでした。

ンドについて教えていただきました。楽しみ

九戸中２年 七戸奈々美
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ることが出来ました。

海外体験レポート
生涯学習だより

間でした。

伝わるということのすばらしさを感じた二週

伝えるということの大切さ、言葉が違うけど

してくれます。伝えるということの難しさと、

一生懸命にやると相手も分かってくれようと

た。それも言葉が違います。身ぶり手ぶりで

ことを相手に伝えることの難しさを感じまし

した。エジンバラ城に行って、上までは行け

じがしました。その後にエジンバラに行きま

だったことです。それと、日本より自由な感

の上に座っていたり、教室がとてもにぎやか

くりしました。それは、私達とはちがって机

がいて、クラスの雰囲気が全然ちがってびっ

行きました。教室には二十人くらいの生徒

た。初めにホストファミリーの子のクラスに

月曜日からはドラーアカデミーに行きまし

過ごして、だんだん話せるようになりました。

コティッシュダンスを踊ると、あたたかくな

大変でした。その日は寒かったのですが、ス

がたくさんありました。たくさん覚えるのが

てもらって中学生と一緒に踊りました。種類

金曜日には、スコティッシュダンスを教え

真剣に見てくれたのでとてもよかったです。

踊や神楽を披露しているときも、子ども達は

くれたのでとてもうれしかったです。日本舞

しかったです。でも、書いてあげると喜んで

名前を聞きとってカタカナにするのはむずか

たちの名前をカタカナで書いてあげました。

慢したいです。ドラーアカデミーのみなさん、

つったとき、
「私ここに行ったんだよ」と自

い経験になりました。ロンドンがテレビでう

とが出来ました。今回の海外派遣はとてもい

ました。でも、ジェスチャーなどで伝えるこ

ことが分からなかったりして困った事もあり

ンドでは、英語が通じなかったり言っている

海外派遣を通して

安でいっぱいでした。ホストファミリーの人

私は、スコットランドに行く前はとても不

いなかったので、自分で聞いて考えるのがむ

英語でしゃべっていて、通訳してくれる人が

火曜日は実際に授業を受けました。先生は

みたいでした。美術館や博物館に行きました。

グラスゴーは高い建物がたくさんあって都会

日でした。この日はグラスゴーに行きました。

土曜日はホストファミリーと過ごす最後の

遣に参加した理由は、英語を学ぶためです。

は、英語を勉強する必要性です。私が海外派

私が海外派遣事業に参加して感じたこと

伊保内高２年 竹村 拓也

達と会話ができるか、体調が悪くならないか

ずかしかったです。しかし、スコットランド

九戸中２年 屋形場春菜

福久さん、ありがとうございました。

なかったけれど見ることができたのでよかっ

りました。とても楽しかったです。

海外派遣を通して
たです。

心配でした。しかし、事前研修を何回かやっ

しかし、実際に英国へ行き生活してみると、

自分の英語の勉強不足を痛感させられまし

帰りの電車の中でホストファミリーの子と、
じゃんけんやあっちむいてほいをして遊びま

た。したがって、私はもっと英語を学ぶ必要

の授業の雰囲気がわかってよかったです。
木曜日は小学校に行きました。かわいい子

した。とても楽しかったです。家に帰ってｗ

英国へ行き、スコットランドのホストファ

達がたくさんいていやされました。そこでは

そして日曜日、ホストファミリーの人達と

ミリーと会った時には夜でした。この時間は

があると感じました。また、現地で多くの貴

別れてロンドンに行きました。日曜日と月曜

日本では朝なので時差ボケがあり、眠かった

ｉｉをしました。日本のｗｉｉとほとんど同

日にロンドンのいろいろなところに行きまし

です。ホストファミリーのみなさんは会った

習字や踊りを披露しました。私は習字で生徒

た。どこも有名なところで、よくテレビで見

ときから親しくしてくれて、とても歓迎し

重な体験を通して様々なことを感じたり学び

るところばかりでした。でもお金をとられそ

てくれました。私のホストファミリーは４人

じだったけれど、日本にないソフトで遊んだ

うになった時はとてもこわかったです。いろ

家族で、アレキサンダー夫妻、長男のキャン

ました。

いろなところに移動してつかれたけれど楽し

トファミリーにあってから少し会話をしまし

ベル、妹のジェーンという家族でした。ホス
飛行機に乗って帰るとき、まだ帰りたくな

た。しかし、慣れない英語での会話だったこ

かったです。

のでとても楽しかったです。

て英語がだんだん分かるようになってきて自
信がついてきました。出発が近づくと不安よ
りも楽しみになっていきました。
そしていよいよ出発しました。私は初めて
飛行機に乗りました。とても長くてつかれま
した。そしてやっとドラーに着きました。ホ
ストファミリーの人達と会ったのは夜で、つ
かれていてねむかったけれど、ホストファミ
リーの人達に会えてうれしかったし安心しま
した。家では私に一部屋貸してくれて、その
部屋ではリラックスすることができました。
初めのうちは、きんちょうしてあまり会話が
できませんでした。でも、ホストファミリー
のお母さんが日本人で、日本語で話せて安心

いと思うくらい楽しかったです。スコットラ

広報くのへ◦2013（Ｈ25）４月
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しました。
土、日はホストファミリーの人達と一緒に

屋形場春菜さん ( 前列左から２番目 ) が習字で名前を書きました

いつでも・どこでも・どなたでも…

生涯学習だより

とと眠かったこともあり、単語だけで答える
状況でした。それでも初対面で会話が出来た
ので、良かったと思いました。
次の日は土曜日だったので、キャンベルと
彼の父がモニュメントに連れて行ってくれま
した。ここでは、話し手さんが居てモニュメ
ントに関する話をしてくれました。しかし、
戦争の話らしく私には理解できませんでし
た。話し手さんの訛りが強く、一緒に聴いて
いたキャンベルでも理解することが難しかっ
たらしいです。モニュメントは塔のように

頂上まで登るとそこは屋上で、景色が良いと

や登場人物に関する展示がしてありました。

ました。各階には展示室があり、戦争の物語

日本とは大きく違うように感じ、新鮮な気持

て海外の学校を体験しました。校舎だけでも

たです。学校では、授業を受けたりして初め

に何人か声をかけてくれる人もいて嬉しかっ

なっていて、中に入り階段を登ることができ

ころでした。モニュメント自体の高さも少し

ちがしました。また、高校だけでなく中学校
へも行き、中学生と相撲をとりました。たく

高いことと、モニュメントが小高い山の上に
あるので、景色を一望することができまし

学校へ行く日も終わると、土曜日はホスト

さんの生徒と相撲をとったので体力的に大変

このように最初の土曜日、日曜日はホスト

ファミリーと過ごす最後の日となりました。

た。この場所は、ホストファミリーと一番最

ファミリーと一緒にモニュメントへ行った

この日は、ホストファミリー全員とラグビー

でしたが、日本の伝統的な文化を伝えること

り、山に登ったりとアクティブな二日間を過

の試合を見に行きました。試合会場はとても

初に行った所なのでとても思い出に残ってい

ごしました。その後、
平日はドラーアカデミー

大きなスタジアムで、大勢の人達が来ていま

が出来たのでよかったです。

校へ行きました。学校と家との移動手段はバ

した。試合は残念ながら地元スコットランド

ます。

スで、スクールバスのように生徒だけが乗っ

が負けてしまいましたが、競技中の興奮や感

私は、約一週間をホームステイとしてホス

ていました。さらに、二階建てバスだったの

座っていましたが、周りの人達は知らない人

トファミリーと過ごしました。初めての海外

動を肌で感じることができました。

ばかりで話しかけることもできず、少し居心

生活で不安もありましたが、ホストファミ

で驚きました。バスではキャンベルの隣に

地が悪かったです。しかし、バスを降りた後

うになりたいと思います。英検準２級を絶対

あととても気になる銅像がドラーアカデ

リーの皆さんが親切にしてくれたおかげ

かし、ホストファミリーから質問されて

ミー校の前にあったのですが、銅像の表して

に取りたいという目標ができました。

も上手く答えられないときもありました。

いる意味が分からず、ホストファミリーに尋

で体験した惨劇を覚えています。二度と同じ

もっと英語を勉強してどんな質問にも答

私は、今回海外派遣に参加して良かっ

過ちを繰り返さないように〟という意味で銅

ねました。すると銅像は〝今でも我々は戦争

たと思っています。なぜなら、実際に海

像を記念碑として建てているそうです。

私は今まで平和な日が普通だと思いながら

外派遣に行って戦争の事を色々聞いて私も

べないこともあるからです。海外派遣事

来たのは、九戸村役場の職員方、学校の

もっと戦争について考えなければいけないと

戦争の事を忘れて過ごしていました。今回海

先生方等、多くの人達のおかげだと思います。

思いました。

スコットランドでホームスティをして気づ

いた事は、日本の技術の良さを改めて実感し

ました。

何気ない生活の中でも日本の技術がたくさ

ん活かされているなと思いました。車は海外

でも日本製が多く乗られていることが分かり

ました。私は日本人としてとても嬉しかった

た。でも実際に海外へ行ってみたらあまり会

分かれば会話できるだろうと思っていまし

私は海外派遣に行く前は、ある程度単語が

英語の使い方を間違えた時はどのように言っ

来ない時は言い方を変えて教えてくれたり、

ても良くして頂きました。私が英語を理解出

ホームスティ先でもホストファミリーにと

です。

話ができませんでした。相手が言っているこ

りの大切さを実感することが出来ました。

です。海外派遣に行って改めて人と人の繋が

ファミリーの方々に出会えて本当に良かった

やお店に連れて行ってもらいました。ホスト

そして休日はスコットランドの色々なお城

たらいいか教えてくれました。

これからはもっと英語を勉強して話せるよ

痛感しました。

その時自分がどれだけ英語が話せないかを

いました。

して答えることが出来ず、全て単語で答えて

とを理解出来ても、それに答える時に英文に

さんあります。

今回の海外派遣に行って学んだことがたく

伊保内高２年 橘 愛良

海外派遣で学んだこと

ございました。

大変有意義な研修となりました。ありがとう

業ということで今回英国へ行くことが出

外に行かなければ感じられないことや学

えられるようにしたいと思いました。

で無事に生活することができました。し

竹村拓也さん（右）が日本相撲の紹介で現地の中学生と対戦
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海外派遣へ行く前に私に両親が「海外に行
くと、物事の考え方や価値観が変わるよ」と
言われました。私はいつも何かある毎にくよ

海外派遣事業に参加して
な気がしました。

ロンドン空港から乗り換え、エジンバラ空
港に着いたのは夜で周りは真っ暗でした。ミ

顔がよく分からないままホストファミリー

伊保内高２年 土佐 直子
私は今回の海外派遣事業で、初めて外国を

と対面し、ホストファミリーの家に行きまし

ニバスに乗ってドラーアカデミーまで行き、

体験しました。スコットランドとロンドンに

た。その日はとても疲れていたので、ホスト

くよ悩んでいたので、これを機に少しでも変

そしてスコットランドでホームスティをし
滞在しました。滞在した 日間はあっとい

分がどんなに小さく狭い所で悩んでいたかと
田空港の近くのホテルで１泊しました。そし

う間でした。二戸駅を出発して、１日目は成

リーでした。私たちのホストファミリーのス

した。私は、橘愛良さんと同じホストファミ

ファミリーと簡単に自己紹介だけして休みま

わりたいと思っていました。

て改めて世界は広いと思いました。今まで自

いうことも分かりました。
て２日目、成田空港からイギリスの航空会社

ミス家は、クリスマスツリーなどを作ってい

私もこれからは小さな事で悩んだりせず、
でロンドンに向かう予定でしたが、アメリカ

験をして、沢山の事を学べました。今回海外

方や発想が出来ていると思います。色々な経

海外派遣に行く前と今とでは全く違う考え

物検査も身体検査も引っかかりました。

体検査は毎回緊張しました。私は、荷

配備がすごかったです。荷物検査と身

や身体検査をしたりとセキュリティー

があちこちに立っていたり、荷物検査

行ったのも今回が初めてでした。警備員さん

ドンの空港に行くことができました。空港に

か心配でしたが、全日空の飛行機で無事ロン

るんだと、驚きました。ロンドンに行けるの

いうトラブルがありました。こんなことがあ

の巨大ハリケーンの影響で飛行機が来ないと

かったです。キャメロンは私たちと同い年の

れました。リョーマのご飯はどれもおいし

ニアが好きだと伝えるとリョーマが作ってく

くれました。また、私がスパゲッティやラザ

た。そばやうどん、ご飯のときは箸を出して

トランドの料理や日本食を作ってくれまし

母さんのリョーマは、私たちのためにスコッ

りしましたが、とても懐いてくれました。お

飼っていました。猫にはたまに引っかかれた

スミスファミリーは６人家族で、犬と猫も

畑や林があり、翌日案内してくれました。

るそうです。家の周りにはスミス家の広大な

観光もたくさんしました。エジンバラやセ

いました。

ました。特に刀にとても興味を持ってくれて

ました。みんな静かにじーっと見ていてくれ

日本の文化の紹介で江刺家神楽を踊ってみせ

りして聞きとるのが難しかったです。私は、

語は話すスピードが速かったり、癖があった

質問を受けたりしました。小さい子の話す英

た。小学校のクラスでは、自己紹介をしたり

のクラスまで授業に参加させてもらいまし

ドラーアカデミーでは、高校生から小学校

前向きに考えていこうと思います。

派遣に行って学んだ事をぜひ自分の将来へ繋

荷物検査では、電子辞書と歯みがき粉

歳でラグビーをしていて、弟のダンカンは

ントアンドリュースなどの街をたくさん歩き

してくれました。

げていきたいと思います。

で引っかかってしまいました。歯みが

歳で空手をしていて黒帯だそうです。２人

セントアンドリュース大聖堂廃墟にて

一生の思い出になりました。

き粉は目の前で容赦なく捨てられてし

土佐直子さん ( 中央 ) が江刺家神楽を披露

ましたが、日本の成田空港は外国の２

ロンドン空港、エジンバラ空港に行き

子音が鳴ると焦りました。成田空港と

んでしたが、ゲートを通ったときに電

査は何が引っかかったのか分かりませ

まい、厳しいなと思いました。身体検

ミーは「こんにちは」などよく日本語で挨拶

のときのことを話してくれました。またジ

父さんのジミーは日本に来たことがあり、そ

回もやりました。とても楽しかったです。お

ゲームをたくさんしました。特にＵＮＯは何

ロンとダンカンと愛良さんの４人でテーブル

とも箸の使い方が上手で驚きました。キャメ

ミーのみなさんにはとても感謝しています。

くれたスミスファミリーや、ドラーアカデ

とができました。私たちを温かく受け入れて

今回、本当に貴重な体験をたくさんするこ

だと思いました。

ような建物で出来ていて、とてもきれいな街

ました。街中がハリー・ポッターに出てくる

15 17
つの空港と比べると検査が易しいよう
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みんなの健康

ストレスと食事

住民生活課保健衛生班☎42-2111内線122

りましょう。
・食欲の乱れをコントロールしよう
食欲が低下している場合は香味野菜などをうま
く利用しましょう。逆に食べることで不安を解消

る人が多い時期ですね。新入学、進級、就職、人

しようとする「気晴らし食い」に気を付けましょう。

事異動と、生活環境の変化はストレスとなります。

・ゆったりとした気持ちで楽

忙しい毎日を過ごす中、病気を予防するには、規

しく食べよう

とが何より大切です。
ストレスと栄養は無関係のように思われますが、

リラックスしてこその食事
です！ゆっくりと食事を取る
時間がない場合には、深呼吸

意外と関係が深いのです。ストレスによって特定の

をして気持ちだけでも少し落

栄養素が消耗したり、特定の栄養素の助けが必要

ち着かせてみましょう。

となったりします。
過度のストレスが長い間続くと、

◆ストレスに強くなる食材選び

栄養障害の心配も出てきます。
◆ストレスに負けない食事のポイント
・１日３食きちんと取ろう
基本はこれです。菓子パン、

ビタミンＢ群、ビタミンＣ・Ｅ・Ａ、カルシウム
とマグネシウムを多く含む食品を取りましょう！

n

則正しい生活を送るとともに食事に気を付けるこ

牛乳・乳製品、豆類、豚肉、魚、緑黄色野菜、
かんきつ類、キウイ、イチゴ、卵、玄米、

インスタントラーメンなどで済

海藻類、アボガド、キャベツ、ナッツ類

ませず、主食、主菜、副菜がそ

など…
（栄養士 西舘 留美）

資格異動の届け出は忘れずに！

べきですから、国保が給付した医療費を返還して

国民健康保険（国保）は、職場などの健康保険

に異動（取得・喪失・変更）が生じたときは、役

（協会けんぽ、健康保険組合など）や後期高齢者

場にすぐに届け出を行い、正しい被保険者証で受

医療制度に加入している方、生活保護を受けて

診しましょう。

m

もらいます。そうならないためにも、国保の資格

いる方以外の全員が加入する制度です。就職や退

被保険者証は大切に

職で職場などの健康保険に加入、または、離脱し

被保険者証は、保険医療機関を受診するときに

たときや国保に加入している方の住所や世帯主が

必要となりますから大切に保管しましょう。万が

変ったときは、役場で手続きを行いましよう。

一、紛失したときは、役場の窓口に届け出て再交

国保に加入するとき

持参するもの（印鑑のほかに）

例（対象施設への入所による）の該当要件を満

転入してきた

転出証明書

職場の健康保険をやめた

職場の健康保険をやめた証明書

たさなくなったときには、役場へその旨の『届け
出』と現在お持ちの『国保の被保険者証』を返す
ことになります。
手続きが遅れたり、忘れたりして、国保の資格

生活保護を受けなくなった 保護廃止決定通知書
国保をやめるとき

持参するもの（印鑑のほかに）

転出する

被保険者証

f

保険に加入したとき、修学による特例や住所地特

o

主な異動事由と必要書類

職場の健康保険に加入した 国保と職場、両方の被保険者証

が無くなってからも国保を使用して保険診療を受

その他

持参するもの（印鑑のほかに）

診する方がいます。その場合、本来、自分が加入

修学のため住所を移す

被保険者証、在学証明書

している保険において、その保険給付が行われる

退職者医療制度の対象になった 被保険者証、年金証書

n

他の市区町村に転出したときや職場などの健康

付を受けてください。

i

資格取得または喪失の手続きはすぐに

a

住民生活課国保住民班☎42-2111内線212

r

国保だより

t

i

ろったバランスの良い食事を取

o

４月になり、新しい環境での生活がスタートす
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駐在所ホットライン

二戸警察署九戸駐在所☎42-2210

カシオペア安全メール

２

平成 25 年 1 月 29 日時点で 446 人の方が

〜不審者情報などを配信中〜
１

現在の登録情報

登録しております。
登録者の多くは児童・生徒の保護者となっ

カシオペア安全メールについて
平成 20 年度から、二戸地区防犯協会連合

会と二戸警察署の共同事業として、携帯電話

ておりますが、その他にもボランティア関係
者などが登録しています。

などのメールを利用した不審者情報などの配

携帯電話などでＱＲコードを読み取り空

信事業（通称「カシオペア安全メール」）を実

メールを送信することで、登録用メールが届

施しています。

きます。

これは、二戸警察署管内で発生した不審者

ＱＲコード→

下記アドレスにメールを

による声掛け事案などの発生情報のうち、被

送信しても登録が可能です。

害発生防止のため提供するべき情報について、

tiab6979@machicomi.jp

児童の保護者やボランティア会員などの携帯

村内の交通事故（２月分）

i

電話へメール配信するものです。

区

配信する情報は、不審者情報の他、悪質商

分

件 数

１月からの

累

計
0件

前年比

n

法の被害発生情報や半期毎の犯罪発生情報な

人身事故

0件

物損事故

7件

ど、被害防止に役立つ内容となっています。

負 傷 者

0人

0人

±0 人

死 亡 者
飲酒運転
検 挙 者

0人

0人

±0 人

0人

0人

±0 人

メール配信については、民間会社の無料メー
ル配信サービス「まち comi．メール配信サー

f

ビス」を利用しています。

±0 件

16 件 ＋ 3 件

◎村の交通死亡事故ゼロ日数… 491日（２月28日現在）

o

住民生活課国保住民班☎42-2111内線211

消防署だより

二戸消防署九戸分署☎42-3119

火災警報器を設置しましょう

国民年金

二戸年金事務所☎23-4111

納付は口座振替がお得！

r
建物火災のうち約６割は住宅で発生してお
り、毎年全国で 1,000 人以上もの人が亡くなっ

m

ています。ご自宅の防火対策は大丈夫ですか？
住宅火災警報器の設置

a
t
i
o

用可能です。
口座振替を利用しますと、保険料が自動的
に引き落とされる

全ての住宅に住宅用火災警報器

ので、金融機関な

の設置が義務付けられています。

どに行く手間が省

【設置場所】

ける上、納め忘れ

・全ての寝室 ・階段上部 ・廊下

もなくとても便利

※設置義務はありませんが台所など、火を使う

です。

所にも防火安全上設置が望まれます。

また、口座振替には、当月分保険料を当月

住宅火災で亡くなった人の約６割が「逃げ遅

末に引き落とさせていただくことにより月々

れ」です。住宅火災警報器は逃げ遅れを防ぎ、

50 円割引される早割制度や、現金納付より

火災の早期発見につながるので、被害を小さく

も割引額が多い６カ月前納・１年前納もあり

する効果があります。

大変お得です。
口座振替をご希望の人は、納付書または年

村内の火災・救急（２月分）
件 数

１月からの累計

前年比

金手帳、通帳、金融機関届出印を持参の上、

区

分

火

災

0件

２件

± ０件

ご希望の金融機関または年金事務所へお申し

救

急

21 件

52 件

ー９件

出ください。

n
25

国民年金保険料の納付には、口座振替が利
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今月の無料相談
◎岩手県障がい者 110 番相談室

を納めましょう

休日当番医（9：00 〜 17：00）
月 日

医療機関

電

一

第１期
全期分

じい

４月 30 日㊋までに

爺逝って田畑荒れる日も近し
幸せは土を耕し孫と食べ
まだ五っつ家の普請に父なくば
ゆ
母は云う土地を守れと貧しくも
貧しくは教育なりと過ぎ日思う

４月の納税 ●

●

岩坂

２
- １１１内線１６８へお寄せください︒

42

皆さんからいろいろな情報をお待ちしています︒お気軽

に広報担当☎

【電話相談】電話番号：019-639-6533
／ FAX 番号：019-637-7626 ／メール
アドレス：soudan110@iwashin.or.jp
※専門相談員が相談に応じます。
来室での相談は要予約。
【弁護士による来室相談】相談日：
４月９日㊋／開催時間：午前 10
時〜午後３時 ※ 事前に電話で予
約をお願いします。
問い合わせ：岩手県障がい者 110
番相談室☎ 019-639-6533

固定資産税
軽自動車税

求人情報

俳句を紹介

休日当番歯科医（9：00 〜 12：00）
話 月 日

医療機関

４ ７ よこもり眼科クリニック 22-2230 ４ ７ 阿部歯科クリニック

電

話

25-4182

14 千葉耳鼻咽喉科医院

23-2009

14 小野寺歯科医院

33-3050

21 小野寺クリニック

46-2822

21 こしみず歯科クリニック 33-4618

28 おりそ内科循環器クリニック

22-2251

28 渡辺歯科医院

29 浄法寺診療所

38-2021

29 ムカイダ歯科クリニック 46-4636

23-2052

ごみ収集日
小倉／長興寺上・下
瀬月内／宇堂口／泥
大向／五枚橋／荒田
の木／平内／妻の神 鹿島／伊保内上・下
雪屋／田代／柿の木
収集区域
戸田上・下／舘の下 川向／南田
江刺家上・下／道地
山根／荒谷／二ツ家
丸木橋／山屋／細屋
燃えるごみ
ビン・金物
空 き 缶
粗大ごみ
紙・プラ類

毎週水曜日
４月１日㊊
４月15日㊊
４月９日㊋
４月４日㊍

※ 指定日に、指定の袋で出しましょう。

毎週木曜日
４月２日㊋
４月16日㊋

毎週金曜日
４月８日㊊
４月22日㊊

４月10日㊌

４月18日㊍

■九戸村役場
①臨時保育士（正社員以外）②九
戸村③不問④110,400円〜146,400
円⑤保育士、雇用期間：採用日〜
６カ月
■株式会社九戸清掃センター
①作業員（正社員）②九戸村③59
歳以下④154,000円〜180,000円⑤
普通自動車免許一種、トラック
運転経験、試用期間３カ月
■岩手県立一戸病院
①医療相談補助員（正社員以
外）②一戸町③不問④126,000円
〜173,000円⑤雇用期間：平成
25年４月１日〜平成25年９月30
日、試用期間14日間、６カ月ご
との更新
■ロイヤル空港高速フードサービス
株式会社 折爪サービスエリア店
①調理及び土産品の販売（パート
労働者）②軽米町③不問④710円
⑤普通自動車免許一種、試用期
間２カ月、週３日〜５日程度勤務
■福岡チップ工業有限会社
①製材工（正社員）②二戸市③不
問④134,400円〜154,100円⑤機械
の修理等得意な方
①職種②就業場所③年齢④基本給
⑤資格など
◎ 3 月 15 日現在の求人情報から
掲載しています。求人に関するお
問い合わせは、ハローワーク二戸
（☎ 23-3341）まで。求人情報は役
場ロビーでも配布しています。

住民生活課保健衛生班☎ 42-2111 内線 123

26

お知らせ・情報

INFORMATION
九戸村役場 ☎ 0195(42)2111
http://www.vill.kunohe.iwate.jp/

戸籍だより
※2月1 6日〜3月1 5日届出分・敬称略。
氏名は正字で表記しています。

お誕生おめでとう
久

保

丸

橋

上

村

川

原

あきら

晄

りゅう

（太毅・和）

龍 輝（謙一・愛子）

ゆず

南

柿 の 木

ゆ

柚 結（卓司・真由美）川

ゆう

田

き

向

と

悠 翔（俊人・真樹）

南

田

ご結婚おめでとう
田
山

澤
田

大
ま

智
ゆ

（鹿島）

）
（青森県八戸市）

ご冥福をお祈りします
七 戸
下髙山
小野寺
荒 田

要 助
ト ミ
トシヨ
美由起

（85歳） 南

田

（91歳） 伊保内下
（74歳） 鹿

島

（37歳） 荒

田

人のうごき
（平成25年3 月1日現在）

●人

口

６，４６２ 人 （＋３）

男

３，１０７ 人 （＋３）

女

３，３５５ 人 （± ０）

●世帯数

２，２０３世帯 （ー２）
（カッコ内は前月比）

転

入

９ 人 （１３人）

転

出

３ 人 （１１人）

出

生

４ 人

死

亡

（７人）

福祉活動実施団体へ
活動費の一部を助成
村共同募金委員会では、皆さん
からご協力いただいた赤い羽根共
同募金をもとに、さまざまな福祉
事業を展開しています。
そこで、平成
25 年 度 の 赤 い
羽根共同募金を
もとに、翌年平
成 26 年 度 実 施
を予定している
村内福祉活動実施団体に一部活動
費の助成をします。
■対象団体 地域福祉活動実施団
体（各種福祉団体、自治会、町内会、
福祉施設など）
■対象事業 地域での高齢者見守
り活動、見守りマップづくり、子
育てサロン、地域の福祉活動、社
会福祉を目的とする事業など
■募集締切 ４月 30 日㊋
■助成の決定 申請後、審査委員
会で審査のうえ、村募金委員会で
審議され、県共同募金会で助成が
決定されます。
■申し込み・問い合わせ 村総合
福祉センター内・村共同募金委員会、
村社会福祉協議会（☎ 41-1200）
※申請用紙は、村総合福祉センター
にありますので、代表者の印鑑を
ご持参ください。

７ 人 （１８人）
（カッコ内は１月からの累計）

職場の問題解決
サポートします
岩手労働局では、事業主と労働
者との間の職場でのトラブルを抱
えている皆さんのために、無料の
相談窓口を開設しています。
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広報くのへ◦2013（Ｈ25）４月

■場所 盛岡市盛岡駅西通 1-9-15
盛岡第２合同庁舎５階
■フリーダイヤル 0120-980-783
■問い合わせ
岩手労働局企画室総合労働相談
コーナー（☎ 019-604-3002）

本音で語ろう県議会
ＨＯＺホールで開会
県民の皆さんと岩手県議会との
意見交換会「本音で語ろう県議会」
がＨＯＺホールで開催されます。
県民の皆さんに県議会活動に参加
していただく機会を増やすことを
目的に開催されるもので、県議会
議員が出席し、県議会に対する意
見や提言を伺います。どなたでも
参加でき、事前の申し込みは不要
です。
■開催日時 ４月 25 日㊍
午後６時 30 分～午後８時 30 分
■場所 ＨＯＺホール２階
■問い合わせ 岩手県議会事務局
議事調査課（☎ 019-629-6021）

多重債務の悩み
ご相談ください
東北財務局盛岡財務事務所では、
自らの収入で返済しきれないほど
の借金を抱え、お悩みの方々から
の相談に応じています。相談は秘
密厳守・無料です。
■場所 盛岡合同庁舎４階
東北財務局盛岡財務事務所
■受付 月～金曜日（祝日除く）
午前８時 30 分～午後５時 15 分
■問い合わせ
東北財務局盛岡財務事務所理財課
（☎ 019-622-1637）

広報くのへ

平成25年

３月号

No.660

４月号
平成25年

No.661

オドデ塾ふれあい演芸まつり

いきたい」とあい

芸に育まれる地域づくり
第 回オドデ塾ふれあい演芸

た。オープニングでは、オドデ

が個性豊かな演舞を楽しみまし

校で開かれ、来場者約３００人

の 児 童、 伊 保 内 高

め、 江 刺 家 小 学 校

デ塾の塾生をはじ

こ の 日 は、 オ ド

さつ。

塾と伊保内高校生が立佞武多を

校郷土芸能委員会

勇壮に立佞武多を披露するオドデ塾の塾生と伊保内高校生。やぐらの上は九戸中の中嶋敦校長

ローガンに活動してきた。一人

代間の懸け橋になろう』をス

長が
「オドデ塾結成当時から
『世

セレモニーでは、小松智樹塾

うちわさばきを披露しました。

手が上がり、
たくさんの「お花」

会場から笑いや拍

れる多彩な演舞に

ジ上で繰り広げら

演目を熱演。ステー

を盛り上げました。さらに、豪

また、八戸市から月華がゲス

も催され、家族や地域の方々が

華景品が当たる恒例の大抽選会
ように、また、帰って来てくれ

共に楽しめるにぎやかな演芸会

◆日一日と温かくなり過ごし

やすくなってきました。新天

地で新たなスタートを迎える

方 も い る と 思 い ま す。 寒 暖

の差が激しいので体調管理に

気を付けたいですネ 下
(村

)

トとして出演。南中ソーランな

江刺家小の盛島寛校長が風やまずを勇ましく熱演

るような地域にしたい。今後も

九戸中１年生があゝ九戸城を演舞

となりました。

10

ど、３つのソーラン演舞が会場

桜音頭を江刺家老人クラブの皆さんが披露

地域に貢献できるよう継続して

げっか

も届けられました。

たちねぶた

でも多くの人が九戸村に残れる

30

た ち ね ぶ た

披露。やぐらの上には九戸中学

な ど が 出 演 し、

11

校の中嶋敦校長が乗り、華麗な

まつりは３月２日、江刺家小学
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江刺家小学校の児童が南中ソーランを元気はつらつと演技
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