
日時  平成30年11月１日（木）10：00～

場所  久慈地区合同庁舎６階大会議室

土木部長 ○

技術参事兼水産部長 ○

林務部長 ○

保健福祉環境部長 ○ ○

局長 ○ ○

○
副局長兼

経営企画部長
○ ○

○ 産業振興室長 ○ ○

○ 農政部長 ○ ○

○ 農業改良普及室長 ○ ○

農村整備室長 ○

※管内報道機関との定例懇談会（12月）の開催日時及び場所（予定）

　　日時：平成30年12月６日（木)　10:00～

　　場所：久慈地区合同庁舎６階大会議室
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管内報道機関との定例懇談会（11月）座席表・次第　

      

      次  第 
 

1 開会 
 

２ 提供資料 

 （懇談項目） 説明 
 

３ 懇談 
 

４ 閉会 
 

（進行：企画推進課） 

  

参加予定報道機関 
・岩手日報社久慈支局 
・デーリー東北新聞社久慈支局 
・陸中魁新聞社 

入
口 

○ 
教育事務所長 

○ 
県税室長 



管内報道機関との定例懇談会（11月）懇談項目 

 項     目 担 当 部 ポイント 

１ 
「やさしい日本語のすす

め」の開催について 
経 営 企 画 部 

観光関係者や地域づくり団体を対象に、外国

人にも伝わりやすい平易な日本語の使い方を

学ぶ「やさしい日本語のすすめ」を開催します。 

２ 
北いわてジオ・トレイルツ

アーの開催について 
産 業 振 興 室 

久慈地域全域で開通した「みちのく潮風トレ

イル」及び来年秋に再認定審査を予定している

「三陸ジオパーク」の認知度向上や理解・活用

促進を目的として、北いわてジオ・トレイルツ

アーを開催します。  

３ 
県北地域における「i-サポ」

の利用促進について 

保 健 福 祉 

環 境 部 

岩手県では、平成 27年 10月から、盛岡市、

宮古市、奥州市の三地域を主な拠点とし、結婚

を望む若者に出会いの機会を提供する「ｉ-サ

ポ」を設置しています。 

県北広域振興局では、今後、サポートセンタ

ーと連携して「ｉ-サポ」の加入を促進してい

きます。 

４ 

平成30年度第２回久慈地方

農家見学会及び園芸品目栽

培相談会の開催について 

農 政 部 

園芸品目の新規栽培者を確保するため、久慈

地方の主要品目のほうれんそうや、新品目の栽

培に取り組もうとする方を対象に、今年度２回

目となる見学会及び品目栽培相談会を開催し

ます。 

５ 
平成30年度に経営を開始す

る新規就農者について 

農 政 部 ・ 

農 業 改 良 

普及センター 

久慈地方農業農村活性化推進協議会では、久

慈地方における新規就農者の確保を図るため、

新規就農相談会の定期開催や 1 日体験研修機

会の提供等に取り組んでいます。 

平成 29 年度に新規就農相談会に参加し、国

や県、市町村の事業を活用しながら就農準備を

進めてきた４名が、平成 30 年度から経営を開

始します。 

６ 

久慈地域農業のさらなる発

展に向けた懇談会の開催に

ついて 

久慈農業改良 

普及センター 

久慈地方農業農村指導士等連絡会では、久慈

地域の農業農村指導士や農業関係機関・団体を

参集し、「久慈地域農業のさらなる発展に向け

た懇談会」を開催します。 

７ 

食の匠による高校生への郷

土料理伝承会の開催につい

て 

久慈農業改良 

普及センター 

久慈農業改良普及センターでは、若い世代へ

の郷土料理の伝承を目的に、第３回目となる

「食の匠による高校生への郷土料理伝承会」を

開催します。 

【その他配付資料】 

・月間行事予定表（平成 30年 11月～12月上旬） 

・北三陸・子どもアートタッチプロジェクト 2018“秋”チラシ 



報道機関懇談会資料（2018/11/１） 県北広域振興局 

懇談項目１ 
「やさしい日本語のすすめ」の開催について   

         （経営企画部）  

来年開催されるラグビーワールドカップ 2019 釜石大会や東京オリンピック・パラ

リンピック 2020 は、県北地域においても、外国人観光客を増やす大きなチャンスと

なっています。 

県北広域振興局では、観光関係者や地域づくり団体を対象に、外国人にも伝わりや

すい平易な日本語の使い方を学ぶことで、外国人に対する会話・接遇の向上を図るた

め、「やさしい日本語のすすめ」を以下の通り開催します。 

 

１ 日 時  

平成 30年 11月 29日（木）13時 30分から 16時 45分まで 

２ 場 所  

久慈地区合同庁舎６階大会議室（久慈市八日町１-１） 

３ 主 催  

県北広域振興局 

４ 対 象 

  久慈・二戸地域の観光関係者、地域づくり団体、市町村職員等  

５ 内 容 

（１）講 演 「やさしい日本語のすすめ」 （13時 30分～15時 00分） 

講師：吉開 章 氏 （やさしい日本語ツーリズム研究会事務局長） 

「やさしい日本語」とは何か、どのように活用がされているのか、そのコツを

伝えるとともに、福岡県柳川市において、やさしい日本語の取組が国の交付金事

業として実現した経緯や、その取組内容を紹介する。また、やさしい日本語の実

践演習を行う。 

（２）ワークショップ （15時 15分～16時 45分） 

講師：横尾 嘉信 氏（株式会社横尾嘉信事務所代表）  

久慈地域や二戸地域の観光関係者が、どのような形で「やさしい日本語」を取

り入れることができるかを話し合う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：経営企画部企画推進課長 中里 武司 

電話：0194-53-4981 内線 315 



報道機関懇談会資料（2018/11/１） 県北広域振興局 

懇談項目２ 
北いわてジオ・トレイルツアーの開催について   

         （産業振興室）  

久慈地域全域で開通した「みちのく潮風トレイル」及び来年秋に再認定審査を予定 

している「三陸ジオパーク」の認知度向上や理解・活用促進を目的として、北いわて 

ジオ・トレイルツアー「北緯 40度『青の国ふだい』美しい大自然に包まれた人々の 

歴史文化に触れる」を以下のとおり開催しますのでお知らせします。 

 

１ 日時  

平成 30年 11月 24日（土）９時 00分から 15時 30分まで（受付開始は９時 00分から） 

２ 場所  

普代村内にあるトレイルルート及びジオサイト 

３ 主催  

県北広域振興局 

４ 後援 

  普代村、普代村観光協会、三陸鉄道株式会社 

５ 募集定員 

  40名（事前申込制） 

６ 参加費 

  無料（昼食の弁当代及びくろさき荘における入浴料は参加者負担となります） 

７ 内容  

主に、以下のルートをバス及びウォーキングにて周遊します。  

【普代駅～割沢鉄山跡～鵜鳥神社～普代水門・キラウミ～ 

～黒崎漁港～ネダリ浜～くろさき荘～普代駅】 

   

※「ネダリ浜」から「くろさき荘」までの区間（約 1.3km）がウォーキングルート 

となり、歩行時間は１時間程度となります。 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

担当：経営企画部産業振興室長 昆野 功 

電話：0194-53-4981 内線 205 



報道機関懇談会資料（2018/11/１） 県北広域振興局 

懇談項目３ 
県北地域における「i-サポ」（“いきいき岩手”結婚サポートセンター）

の利用促進について            （保健福祉環境部） 

岩手県では、平成27年10月から、盛岡市、宮古市、奥州市の三地域を主な拠点とし、結婚

を望む若者に出会いの機会を提供する「ｉ-サポ」を設置しています。 

現在、県北地域では、久慈・二戸市内で、それぞれ月に２回「おでかけｉ-サポ」を実施し

ています。 

県北地域の会員数は、他地域に比べて少ないことから、県北広域振興局では、今後、サポ

ートセンターと連携して「ｉ-サポ」の加入を促進していきますので、報道各位におかれまし

ても、「おでかけⅰ-サポ」のＰＲをよろしくお願いします。 

 

１ 内容 

「おでかけi-サポ」概要 

 久慈地域 二戸地域 

開催時期 

11月：４(日)、24(土) 

12月：８(土)、16(日) 

（※１～３月は12月上旬決定予定） 

11月：７(水)、18(日) 

12月：５(水)、16(日) 

１月：９(水)、20(日) 

２月：６(水)、17(日) 

３月：６(水）、17(日) 

開催時間 12:00～15:00 12:00～15:00 

開催場所 
久慈市立中央市民センター 

３階小会議室 

二戸広域観光物産センター 

カシオペアメッセ・なにゃーと 

３階サークルルーム 

入会条件 20歳以上の独身、県内に居住・勤務している方、結婚後県内に居住できる方 

必要書類 
入会申込書、本人確認書類、独身を証明する書類、写真、 

入会登録料１万円(登録は２年間有効) 

利用方法 事前にi-サポまで電話予約（必須） 

 

２ 利用の流れ 

①電話連絡→②会員登録→③お相手検索→④お見合い申込→⑤お見合い→⑥交際開始 

→⑦結婚 

 会員登録後は、上記のような流れとなっています。お相手検索はタブレット端末を用いて、

ご自身で会ってみたい方を選択します。マッチングが調整できた際は、センタースタッフの

立会いのもと、お話し合いとなります。双方の交際意志が確認された場合、交際スタートと

なり、結婚が決まった際はセンターに連絡をします。 

 

３ 問い合わせ・申込先 

 久慈地域 二戸地域 

名称 
“いきいき岩手”結婚サポートセンタ

ーi-サポ宮古 

“いきいき岩手”結婚サポートセンタ

ーi-サポ盛岡 

住所 
〒027-0052 

宮古市宮町１－３－５ 陸中ビル３階 

〒020-0024 

盛岡市菜園１-３-６ 農林会館６F 

電話 0193-65-7222 019-601-9935 

開所時間 平日10:00～19:00、土日９:00～18:00 平日10:00～19:00、土日９:00～18:00 

休日 
火曜、祝日、お盆(８/13～16)、年末年

始(12/29～１/３) 

祝日、お盆(８/13～16)、年末年始

(12/29～１/３) 

 
担当：保健福祉環境部企画管理課長 藤原隆博 
電話：0194-53-4982 内線 244 



【資料】 

１ i-サポ会員数及び県北地域市町村の利用支援制度 

(１) i-サポ会員数（H30.９月末現在） 

 県央広域 県南広域 沿岸広域 県北広域 計 

男 218 221 132 52 623 

女 212 75 56 17 360 

計 430 296 188 69 983 

  ※成婚数は全県で 45組（ⅰ－サポ設立時から H30.９月末までの累計） 

(２) 市町村の i-サポ利用支援制度 

入会登録料１万円に対する補助 

久慈市 半額補助（１人１回のみ） 二戸市 半額補助（１人１回のみ） 

洋野町 なし 軽米町 全額補助（１人１回のみ） 

野田村 全額補助 一戸町 なし 

普代村 全額補助 九戸村 なし 

 

２ 「社員の結婚応援企業」及び「出会い応援団」 

(１) 社員の結婚応援企業 

    企業・団体内の結婚を希望する独身男女の方々に対し、「ⅰ－サポ」への会員登

録、「ⅰ－サポ」から配信する婚活イベント情報等のメールマガジンの周知及びイ

ベント参加への働きかけを行う企業・団体 

    県北地域の結婚応援企業登録数：０ 

(２) 出会い応援団 

    結婚を希望する独身男女を対象に、出会いの機会を自ら企画・運営するイベン

トを提供する企業、団体等 

    県北地域の出会い応援団登録数：８ 

出会い応援団名 

久慈市 侍～はまおど塾～ 二戸市 二戸ガンバン NIGHT実行委員会 

久慈市 ＧＡＴＡコンプロジェクト 一戸町 一戸町商工会 

洋野町 洋野町社会福祉協議会 九戸村 九戸村教育委員会 

野田村 野田村   

普代村 普代村   

 

（参考） 

県北地域の総人口・出生数・婚姻件数の推移 

 
 



会員登録制により、１対１の出会いの機会づくりを支援している、“いきいき岩手”

結婚サポートセンターのスタッフが出張して、会員登録、お相手検索などを行う、お
でかけ「ｉ‐サポ」を久慈市と釜石市で定期的に開設します。

結婚を希望する独身男女のみなさん、この機会に「ｉ‐サポ」を利用してみませんか。

久慈会場 久慈市立中央市民センター ３階 小会議室（久慈市新中の橋第５地割２８−４）

開催時期

2018年度 実施分
10月6日（土）、10月21日（日）、11月4日（日）、11月24日（土）、
12月8日（土）、12月16日（日）
以降は詳細決定次第お知らせ致します。

開設時間 12：00～15：00

釜石会場 釜石情報交流センター ２階 会議室２（釜石市大町一丁目１番10号）

開催時期

2018年度 実施分
10月14日（日）、10月27日（土）、11月10日（土）、11月25日（日）、
12月2日（日）、12月22日（土）
以降は詳細決定次第お知らせ致します。

開設時間 12：00～15：00

〇入会条件

岩手県内にお住まいかお勤めの方、県外の方でも結婚後岩手県内に居住できる方で

20歳以上の独身者

〇入会登録の方法

入会申込書に必要事項を記入し、必ず電話で来所予約をしてからおいでください。

来所時には、入会申込書と本人・住所を確認できる書類、独身を証明する書類、写真、

入会登録料をご持参ください。入会登録料は、１万円で２年間有効です。

※ コピーが必要な書類もありますので、予約申し込みの時にご確認ください。

タブレット端末で、条件に合ったお相手のプロフィールを検索し、会ってみたい方を

選びます。

【予約申し込み、お問い合わせ先】
“いきいき岩手”結婚サポートセンター ｉ‐サポ宮古 TEL０１９３－６５－７２２２

〒027-0052 宮古市宮町1-3-5 陸中ビル3F
■開所時間／平日10:00〜19:00、土日9:00〜18:00
■休日／火曜、祝日、お盆(8/13〜16)、年末年始(12/29〜1/3)

“いきいき岩手”結婚サポートセンター

おでかけ「ｉ‐サポ」の開設!!

新規入会

お相手検索

※ 予約制ですので、事前に ｉ-サポ宮古まで電話予約をお願いします。



会員登録制により、１対１の出会いの機会づくりを支援している、“いきいき岩手”

結婚サポートセンターのスタッフが出張して、会員登録、お相手検索などを行う、お
でかけ「ｉ‐サポ」を二戸市で定期的に開設します。

結婚を希望する独身男女のみなさん、この機会に「ｉ‐サポ」を利用してみませんか。

二戸会場
二戸広域観光物産センター
カシオペアメッセ・なにゃーと 3階サークルルーム
（二戸市石切所字森合68）

開催時期

●2018年度 実施日

10月10日（水）、10月21日（日）、11月7日（水）、11月18日（日）、
12月5日（水）、12月16日（日）、1月9日（水）、1月20日（日）、
2月6日（水）、2月17日（日）、3月6日（水）、3月17日（日）

以降は詳細決定次第お知らせ致します。

開設時間 12：00～15：00

〇入会条件

岩手県内にお住まいかお勤めの方、県外の方でも結婚後岩手県内に居住できる方で

20歳以上の独身者

〇入会登録の方法

入会申込書に必要事項を記入し、必ず電話で来所予約をしてからおいでください。

来所時には、入会申込書と本人・住所を確認できる書類、独身を証明する書類、写真、

入会登録料をご持参ください。入会登録料は、１万円で２年間有効です。

※ コピーが必要な書類もありますので、予約申し込みの時にご確認ください。

パソコンを利用して、希望条件に合ったお相手のプロフィールを検索し、会って

みたい方を選びます。

【予約申し込み、お問い合わせ先】
“いきいき岩手”結婚サポートセンター ｉ‐サポ盛岡 TEL 019－601－9955

〒020-0024 盛岡市菜園1-3-6 農林会館6F
■開所時間／平日10:00〜19:00、土日9:00〜18:00
■休日／祝日、お盆(8/13〜16)、年末年始(12/29〜1/3)

“いきいき岩手”結婚サポートセンター

おでかけ「ｉ‐サポ」の開設!!

新規入会

お相手検索

※ 予約制ですので、事前に ｉ-サポ盛岡まで電話予約をお願いします。



報道機関懇談会資料（2018/11/1） 県北広域振興局 

懇談項目４ 
平成 30年度第２回久慈地方農家見学会及び園芸品目栽培相談会の 

開催について                    （農政部） 

園芸品目の新規栽培者を確保するため、久慈地方の主要品目のほうれんそうや、新品目の

栽培に取り組もうとする方を対象に、今年度２回目となる見学会及び品目栽培相談会を開催

します。 

 

１ 日時     

  平成 30年 11月 27日(火)  13時 00分から 17時 00分まで 

２ 主催 

  久慈地方農業農村活性化推進協議会 

  （構成：管内市町村、農業団体、県機関など  会長：遠藤譲一久慈市長） 

３ 当日のスケジュール 

時 間 内 容 場 所 

12：30～ 受付 新岩手農業協同組合久慈営農経済センター 

13：00～ 

 16：40 

農家見学会 久慈地方の園芸品目栽培農家２戸 

①ブロッコリー栽培農家 小野寺潤氏（野田村根井） 

  ･･･露地ブロッコリーを先進的に栽培。 

②寒じめほうれんそう栽培農家 中村駿人氏（普代村向野場） 

  ･･･就農４年目。レギュラーほうれんそうを中心に、寒じめ

ほうれんそうを組み合わせて栽培。 

16：40～ 

 17：00 

園芸品目栽培

相談会 

新岩手農業協同組合久慈営農経済センター ２階会議室 

 ※時間及び見学先農家は、都合により変更することがあります。 

４ その他 

見学会は小雨決行としますが、雨天時は中止とします。見学会中止の場合、相談会は 13

時から行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回見学会の様子（ズッキーニ見学）  第２回見学先の中村駿人氏 

 

 担当：農政部農業振興課長 長谷川 

電話：0194-53-4983（内線 223） 

一緒に寒じめほうれん

そうを栽培しましょう 

（`・ω・）ノ 



報道機関懇談会資料（2018/11/１） 県北広域振興局 

懇談項目５ 
平成 30年度に経営を開始する新規就農者について 

         （農政部・久慈農業改良普及センター）  

 久慈地方農業農村活性化推進協議会※では、久慈地方における新規就農者の確保を図

るため、新規就農相談会の定期開催や 1日体験研修機会の提供等に取り組んでいます。 

 平成 29年度に新規就農相談会に参加し、国や県、市町村の事業を活用しながら就農

準備を進めてきた４名が、平成 30年度から経営を開始します。 

※ 管内市町村、農業委員会、農業団体、県機関等で構成。 会長：遠藤 譲一（久慈市長） 

 

１ 平成 30年度に経営を開始する新規就農者 

  10月から、久慈地方の主要作目であるほうれんそうの営農を１名が開始しました。

また、11～12月を目処に、近年増加傾向にある菌床しいたけの営農を３名が開始し、

産地の新たな担い手として期待されています。 

 

平成 30年度に経営開始する新規就農者の概要 

 

２ 平成 30年度の取組状況について 

（1）新規就農相談会 

毎月第２水曜日を就農相談の日と定め、定期的に新規就農相談会を開催してい

ます。10月までに、ほうれんそうや菌床しいたけ等の農業経営を志向する 10組

15名が相談会に参加しました。 

（2）１日体験研修 

     新規就農相談会に参加した２組３名が、８月、９月にほうれんそうや菌床しい

たけ生産者のほ場を訪問し、農作業体験を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就農時期 年 代 市町村等 品 目（経営規模） 就農のタイプ 

10月 40代 洋野町種市 雨よけほうれんそう (13a） 地元就農 

11月 40代 野田村野田 菌床しいたけ (2.8a) Ｕターン就農 

11月 40代 久慈市門前 菌床しいたけ (2.8a） Ｕターン就農 

12月 30代 久慈市大川目 菌床しいたけ (1.4a) 地元就農 

担当：農政部農政調整課長  米谷 

電話：0194-53-4983  内線 219 

久慈農業改良普及センター  伊藤 

電話：0194-53-4989  内線 256 



報道機関懇談会資料（2018/11/1）  県北広域振興局 

懇談項目６     
久慈地域農業のさらなる発展に向けた懇談会の開催について 

（久慈農業改良普及センター） 

  久慈地方農業農村指導士等連絡会では、久慈地域の農業農村指導士※や農業関係機関・団体が

参集し、今後の農業における課題について意見交換するとともに、参加者相互の交流を深め、

地域農業の振興や農村社会の活性化に向けた方策を探る「久慈地域農業のさらなる発展に向け

た懇談会」を開催しますので、お知らせします。 

 

１ 日 時 

平成 30年 11月６日（火） 15時 00分から 17時 00分まで 

２ 場 所 

  国民宿舎えぼし荘 （野田村大字玉川２-62-28）  

３ 主 催 

久慈地域農業農村指導士等連絡会（久慈地域の農業農村指導士、青年農業士で構成） 

４ 参集者 

市町村、農業委員会、新岩手農業協同組合、岩手県農業共済組合北部地域センター、中央農

業改良普及センター軽米普及サブセンター、県北広域振興局農政部・農村整備室、久慈農業改

良普及センター、久慈地域農業農村指導士等連絡会 

※ 野田村長、新岩手農協代表理事組合長が出席予定 

５ 内 容 

(1) 岩手県次期総合計画について 

(2) 野田村の農業振興方策について 

(3) ＪＡ新いわて地域農業振興計画について 

(4) 農業関係機関・団体と農業農村指導士・青年農業士との意見交換 
 

【※農業農村指導士制度とは】 

本県の農業・農村においては、多くの意欲的な農業者が、多様な農畜産物の生産をはじ

め、一次産品を活用した加工・販売やグリーン・ツーリズム等に積極的に取り組んでおり、

この様な活動を通じて農業・農村の活性化に大いに貢献している。 

岩手県はこうした地域農業発展と農村地域活性化に意欲的に取り組んでいる優れた農

業者を岩手県農業農村指導士として認定し、その自主的活動の助長を図り、もって本県の

農業及び農村の一層の発展に寄与することを目的としている。 

岩手県農業農村指導士は、年齢等の要件によって農業農村指導士及び青年農業士に区分

される。 
 

認定者数（H30.10.1現在）                  [単位：人] 

区   分 
県現認

定者数 

久慈 

地方計 
久慈市 洋野町 野田村 普代村 

農業農村指導士 166 13 7 4 2 0 

青年農業士 52 2 1 1 0 0 

計 218 15 8 5 2 0 

 

 

 

 

担当：久慈農業改良普及センター 伊藤 勝浩 

電話：0194-53-4989  内線 256 



報道機関懇談会資料（2018/11/１）  県北広域振興局 

懇談項目７     
食の匠による高校生への郷土料理伝承会の開催について 

（久慈農業改良普及センター） 

久慈農業改良普及センターでは、若い世代への郷土料理の伝承を目的に、岩手県立久慈

東高等学校と連携して、食物系列第３学年の調理師免許取得を目指す生徒を対象とした「食

の匠※による高校生への郷土料理伝承会」を開催しています。この度、“手打ちそば”をテ

ーマとした伝承会を以下のとおり開催しますので、お知らせします。 

 

１ 日 時  平成 30年 11月 16日（金） 11時 00分から 13時 00分まで 

２ 場 所  久慈東高等学校家庭科調理室 

３ 対象者  久慈東高等学校食物系列第３学年 生徒 28名 

４ 内 容  久慈市山形町の郷土料理「手打ちそば」の調理 

５ 講 師  岩手県「食の匠」 成谷自然食の会 代表 岩脇ヨシエ氏 

（久慈市山形町：平成８年度認定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※【食の匠】 

久慈地域には岩手県知事が認定する食の匠が 26人・組（個人 20人・団体 6組、平成 30

年 10 月末現在）おり、「やませの郷（さと）食の技研究会」を組織し、長年受け継がれて

きた地域の食文化や郷土料理等に関する知識・技術を磨き、その情報発信と次代への伝承

を目的に活動しています。 

 

 

 

 

 

 

 

担当：久慈農業改良普及センター 三熊 有孝 

電話：0194-53-4989  内線 252 

「手打ちそば」は、そば粉を利用した最も代表

的な料理で、行事食、晴れ食、庭じまいのときに

作られました。昔は、冠婚葬祭のときに、集落中

の人たちが朝早くからそば作り等を手伝ってい

て、集落の人のほとんどの人がその技術を習得し

ていました。 

 



平成30年11月 行  事  予  定  表

日 曜 行　　　　　事 時間 場所 会場 県出席者 担当課等
連絡先
（0194）

【定例】市日（３と８のつく日）
※要問合せ

8：00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

洋野町文化祭（～５日まで） 9：00～ 洋野町 町民文化会館ほか 洋野町生涯学習課 65-5411

プチマルシェ 11：00～15：00 野田村 JA新いわて野田支所 野田村産業振興課 78-2926

第10回　秋のさんてつまつり 10：00～ 久慈市 三陸鉄道久慈駅舎両基地 ○ 三陸鉄道（株）北リアス線運行部 52-3411

水車まつり 10：00～ 久慈市 桂の水車広場 山根六郷研究会 53-5281

まんぷくマルシェ 10:00～15：00 野田村 JA新いわて野田支所 野田村産業振興課 78-2926

8 木
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問合せ

8：00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

10 土
東日本大震災復興支援ＪＯＣ「がんばれ！
ニッポン！」プロジェクト「オリンピック
デー・フェスタ」

10：00～13：00 洋野町 種市体育館 洋野町生涯学習課 65-5411

11 日
【定例】べっぴん屋台（第１以外の日曜日）
※要問合せ

11：00～ 久慈市 新山根温泉べっぴんの湯 新山根温泉べっぴんの湯 57-2222

13 火
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問合せ

8：00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

まちなか・ありがとう市 9：00～ 久慈市 市街地 久慈商工会議所 52-1000

【定例】市日（３と８のつく日）
※要問合せ

8：00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

【定例】べっぴん屋台（第１以外の日曜日）
※要問合せ

11：00～ 久慈市 新山根温泉べっぴんの湯 新山根温泉べっぴんの湯 57-2222

23 金
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問合せ

8：00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

【定例】べっぴん屋台（第１以外の日曜日）
※要問合せ

11：00～ 久慈市 新山根温泉べっぴんの湯 新山根温泉べっぴんの湯 57-2222

地域づくりシンポジウム 11：00～ 洋野町 町民文化会館 洋野町企画課 65-5912

28 水
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問合せ

8：00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

平成30年12月上旬

日 曜 行　　　　　事 時間 場所 会場 県出席者 担当課等
連絡先
（0194）

野田ホタテまつり - 野田村 野田漁港 野田村漁業協同組合 78-2171

第16回普代村歳末たすけあいチャリ
ティー演芸会

12：30～15：30 普代村 普代村社会体育館 普代村社会福祉協議会 35-2100

3 月
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問合せ

8：00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

8 土
【定例】市日（３と８のつく日）
※要問合せ

8：00頃～ 久慈市 市日通り 久慈市観光交流課 52-2123

9 日
【定例】べっぴん屋台（第１以外の日曜日）
※要問合せ

11：00～ 久慈市 新山根温泉べっぴんの湯 新山根温泉べっぴんの湯 57-2222

◎局長出席　　　☆技監（保健所長）出席　　○部・室長等出席

2 日

25 日

3 土

4 日

18 日



陶
芸

場所

久慈地区合同庁舎
（久慈市八日町１－１）

今回の体験は

お茶
（茶道）

郷土料理
（まめぶ・そば）

ステンドグラス

太鼓
タイ

日時

平成30年11月17日（土）
９時～15時30分（予定）

主
催 県北広域振興局（℡：0194-53-4981）

北三陸・ 

子ども 
アートタッチ 

プロジェクト 

2018“秋” 

《アートを体験する秋の１日》 



　※１ 各学年10名の参加とします。

　※２ 申込多数の場合は抽選で参加者を決定します。

　　　ア　抽選結果は全員に通知します。

　　　イ　参加者には「参加証」と当日の日程等の詳細を送付します。　

　※３ 抽選結果に関する問合せは受付けておりません。予め、ご了承ください。

◎児童１名につき、保護者１名の同伴をお願いします。

◎当日は郷土料理体験で調理した「まめぶ」、「蕎麦」で昼食をとっていただきます。

　（そば粉、小麦等のアレルギーのある方は、下記の申込書中の「連絡事項」の欄に記載してください。）

◎県北広域振興局経営企画部・文化スポーツ担当行き
　FAX　０１９４－５３－１７２０
　

□年齢

□学年

㊞

□連絡事項（児童について記載してください。（アレルギーなど））

　　 県北広域振興局経営企画部・文化スポーツ担当（県久慈地区合同庁舎３階）に提出願います。

【個人情報の取扱について】
　本申込書の記載された個人情報については、本イベントの企画・運営のみに使用し、他に利用する
ことはありません。

１　FAXでの申込　本申込書を上記記載のFAX番号に送信してください。

２　郵送での申込　本申込書を県北広域振興局経営企画部あて送付してください。
　　【送付先】〒028－8042　久慈市八日町１－１
　　　　　　　　県北広域振興局経営企画部・文化スポーツ担当あて

３　本申込書を持参する場合　

　　 注）何れの申込の場合も、平成30年11月7日（水）17時必着とします。
　　（ただし、上記２の郵送の場合は消印有効（平成30年11月7日（水）まで）とします。）

申
込
方
法

申込締切：平成30年11月7日（水）17時必着

◎児童

男　・　女

　平成　　年　　月　　日 　　　　歳

問合せ
県北広域振興局経営企画部・文化スポーツ担当　佐藤
【℡】0194－53-4981（代表）

□学校名

（ﾌﾘｶﾞﾅ）
□氏名

□住所

□電話番号

申
　
込
　
書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学校　　　　　　　　　　　　年生

◎保護者　※当日、児童に同伴する保護者について記載願います

□続柄 ◇続柄（　　）

□性別
（ﾌﾘｶﾞﾅ）
□氏名

□生年月日

北三陸・子どもアートタッチプロジェクト2018“秋”の募集について

◎募集対象児童：久慈地域（久慈市・野田村・普代村・洋野町）の小学校に通う
小学３年生から小学６年生の児童。

◎募集人数：40名（※）

◎参加費は無料です。

◎本イベントの実施にあたり、参加する児童については主催者において普通傷害
保険に加入します。

募
集
要
項
・
参
加
条
件


