
日時  平成29年９月７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（10月）の開催日時及び場所（予定）

　　日時：平成29年10月５日（木)　10:00～10:00～10:00～10:00～
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管内報道機関との定例懇談会（９月）懇談項目 

 項     目 担 当 部 ポイント 

１ 

動物愛護週間行事の開催につ

いて 

 

保健福祉環境部 

・久慈保健所 

９月20日から26日までの動物愛護週間には、動

物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深

めるための行事が全国各地で開催されます。 

久慈地域では、関係団体と県の連携のもと、動物

愛護関係行事を開催します。 

２ 
フラワーコンテストの開催に

ついて 

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、花き生

産者の技術研鑽と情報共有を目的に、９月 22 日

（金）に平成 29 年度久慈地方フラワーコンテスト

を開催します。 

３ 

「食の匠が関わる飲食店にお

ける郷土料理の提供事業」の実

施について 

 

農 業 改 良 

普及センター 

久慈地方の特産物や郷土料理の理解・認知度向上

を図り、食の匠による伝承活動の一環として、地元

生産物の購買力を高めることを目的に、飲食店で郷

土料理を提供することとしました。 

４ 
食の匠による高校生への郷土

料理伝承会について 

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、食物系列３学年の調理師免

許取得を目指す生徒を対象に「食の匠による高校生

への郷土料理伝承会」を授業の一環として開催して

います。 

５ 
久慈東高等学校生の農業現場

視察研修会について 

農 業 改 良 

普及センター 

９月14日（木）、久慈地方農業農村活性化推進協

議会では、青年農業者等との交流、理解促進により、

将来の就農定着等の一助とすることを目的に、農業

現場視察研修会を開催しますので、お知らせしま

す。 

 

 

【その他配付資料】 

・月間行事予定表（平成29年９月～平成29年10月上旬） 

 



報道機関懇談会資料（2017/9/7） 県北広域振興局 

懇談項目１ 
動物愛護週間行事の開催について 

（保健福祉環境部/久慈保健所）  

 

９月 20 日から 26 日までの動物愛護週間には、動物の愛護と適正な飼養についての関心と

理解を深めるための行事が全国各地で開催されます。 

 久慈地域では、岩手県獣医師会久慈支会及び久慈市を中心に活動する動物愛護団体（わん’

Ｓ倶楽部）が、県北広域振興局保健福祉環境部との連携協力のもと、次のとおり動物愛護関

係行事を開催しますので、ご案内します。 

 

１１１１    動物愛護フェスティバル動物愛護フェスティバル動物愛護フェスティバル動物愛護フェスティバル inininin 久久久久慈慈慈慈    

一般社団法人岩手県獣医師会久慈支会と県北広域振興局が連携して実施する、地域で最

大の動物愛護普及啓発行事です。 

（１）開催日：平成 29年９月 18 日（月）10：00～14：50 

（２）会場：久慈市文化会館（アンバーホール）小ホール（久慈市川崎町 17-1） 

（３）内容 

ア 表彰式「岩手県獣医師会久慈支会第４回児童動物画コンクール」（10：00～） 

イ 映画上映「ペット」（86 分） 

    （午前の部）10：35～12：05 （午後の部）13：20～14：50 

ウ 講演「災害地における飼い主の責任（仮）」（12：20～13：05） 

    講師：犬の訓練士 梶山 永江 氏（宮古市在住） 

（４）入場料 大人 500 円（当日券 700 円）、小人 300 円（当日券 500 円）（未就学児無料） 

※ 入場前売券は、久慈地域の動物病院又はアンバーホールチケット販売窓口で販売しま

す。当日券は会場でも販売します。 

（５）主催 

動物愛護フェスティバル in 久慈 実行委員会（県北広域振興局保健福祉環境部、岩手県

獣医師会久慈支会） 

    

２２２２    動物慰霊祭動物慰霊祭動物慰霊祭動物慰霊祭    

  久慈保健所に収容された犬及び猫については、新たな飼い主に譲渡できなかったために

殺処分されるものもあります。殺処分された動物を想うとともに、殺処分を減らし、人と

動物が共生する社会実現への思いを新たにするための行事です。 

（１）開催年月日：平成 29 年９月 20 日（水）14：00～15：00 

 （２）会場：久慈保健所犬抑留所（動物管理施設）（久慈市大川目第 1地割 108 番３） 

 （３）内容：慰霊のことば、読経及び焼香 

 （４）主催：岩手県獣医師会久慈支会 

 

 
担当：保健福祉環境部環境衛生課長 千﨑 則正 

電話：0194-53-4987 内線 325 



報道機関懇談会資料（2017/9/7）  県北広域振興局 

懇談項目２    
平成 29 年度久慈地方フラワーコンテストの開催について 

（久慈農業改良普及センター） 

 

久慈地方農業農村活性化推進協議会では、花き生産者の技術研鑽と情報共有を目的に、平成 29

年度久慈地方フラワーコンテストを開催します。 

 

１ 日 時   

  平成 29 年 9月 22 日(金) 14:00～17:00 

 

２ 場所 

  JA 新いわて久慈営農経済センター（久慈市中央 1-57） 

 

３ 内容 

 （１）対象：久慈地方の花き生産者 

 （２）審査部門：①切り花の部 ②カジュアルフラワーの部 

 （３）審査方法：久慈地方フラワーコンテスト審査基準（審査項目：品質、病害虫、商品性）に

基づき、主催者が任命した審査員（ＪＡ新いわて久慈営農経済センター所長、

久慈農業改良普及センター所長、県北農業研究所専門研究員）により評価する。 

 （４）表彰区分：最優秀賞１点、優秀賞 2 点、奨励賞 4点 

 

４ 日 程 

時間 時間 

11：00～14:00 出品物の搬入、審査準備 

14：00～15:00 審査開始 

15：00～17:00 展示開始 

17：00 コンテスト終了 

 

５ 問合せ先（事務局） 

   久慈地方農業農村活性化推進協議会 農産園芸部会 （久慈農業改良普及センター内） 

   電話 0194-53-4989 Fax 0194-53-5009 

 

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 



報道機関懇談会資料（2017/9/7）  県北広域振興局 

懇談項目３    
「食の匠が関わる飲食店における郷土料理の提供事業」の実施について 

（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」、「やませの郷食の技研究会」では、食の匠による伝承

活動の一環として支援を通じて久慈地方の特産物や郷土料理の理解・認知度向上を図り、地元生

産物の購買力を高めることを目的に、飲食店で郷土料理を提供することとしました。 

本年度は、野田村の「レストランぱあぷる」、洋野町種市の「はまなす亭 本店」で開催しま

すので、お知らせします。 

 

■道の駅のだ レストランぱあぷる（岩手県九戸郡野田村大字野田 31-31-1） 

 実施期間：９～12 月の毎週土日（野田村） （12/30～31 は除く） 

メニュー：「ぱあぷる御膳」（けいらん※１、昆布の煮物、古代米、海の幸）価格 1,000 円（税込み） 

一日 10 食限定 

■はまなす亭（岩手県九戸郡洋野町種市 22-131-3） 

実施期間：10～12 月の毎週土日（洋野町種市）（10/1、12/30～31 は除く） 

メニュー：種市の食の匠認定料理（昆布巻き※２・天然ほや飯※３・鯨汁※４、郷土料理の小鉢） 

価格 1,000 円（税込み）なくなり次第終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

※１ けいらん：くるみ、黒砂糖、辛子をもち米の粉の団子でくるんでゆで、椀種にしたお吸い物。 

昔、野田村で禁忌が非常に厳しかった頃、精進料理に用いたもの。 

※２ 昆布巻き：種市の郷土料理で、鮭の切身を昆布で巻いたもの。 

※３ 天然ほや飯：南部もぐりによって取られた天然のほや（海底20～30メートルに生息）を使った   

   贅沢な一品。ほやの風味を飛ばさないよう、混ぜご飯としている。 

※４ 鯨汁：鯨汁は鯨肉料理の一つであり、主に冬場に頻繁に家庭で提供される角浜地区の庶民の味で、 

   正月などは大鍋に鯨汁を作り、餅を入れて雑煮にして食べた。 



【ぱあぷる御膳】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

けいらん（写真右）、昆布の煮物（写真右上）、海の幸（写真中央上）、古代米（写真左） 

 

【種市の食の匠認定料理】 

 

昆布巻き                     天然ほや飯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鯨汁 



報道機関懇談会資料（2017/9/7）  県北広域振興局 

懇談項目４    
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、平成 23 年度から岩手

県立久慈東高等学校と連携して、食物系列３学年の調理師免許取得を目指す生徒を対象に「食の匠

による高校生への郷土料理伝承会」を授業の一環として開催しています。昨年度までの６年間で約

180 名の高校生に、久慈地域の特色ある郷土料理を伝承してきました。 

 

本年度は、第２回伝承会として、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 29 年９月 29日（金） 11:00～13:00 

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３学年生徒 18 名 

４ 内 容   食の匠認定料理「イカの切り込み」 

講師：岩手県食の匠 赤坂洋子氏（普代村：平成 26 年度認定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 久慈地域には岩手県知事が認定する食の匠が 24 人・組（個人 18 人・団体６組、平成 29 年４

月末現在）おり、「やませの郷（さと）食の技研究会」を組織し、永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として活動

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 

「イカの切り込み」とは、普代村沖で漁獲されるイカを使った郷土料理で、古くからほとんど

の漁家で作られて来た家庭保存食でした。熱々のご飯に乗せて食べるだけでなく、貝焼き（あ

わびの貝を器にして直火で焼く）にしたり、干菜や野菜と煮るなど工夫して食べられていまし



 

  郷土料理 「イカの切り込み」 食の匠 赤坂洋子氏 



報道機関懇談会資料（2017/9/7）  県北広域振興局 

懇談項目５    
岩手県立久慈東高等学校生の農業現場視察研修会の開催について 

（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、平成 26 年度から岩手県立久慈東高等学校の環境緑化

系列生物生産科目群２・３学年を対象に農業現場視察研修会を開催しています。この研修会は、地

域の主力品目である菌床しいたけや雨よけほうれんそう、畜産等の現場視察や青年農業者等との交

流を通じ、地域農業についての理解を深め、将来の就農定着等の一助とすることを目的に開催する

ものです。 

 

今年度の農業現場視察研修会は以下のとおり開催する予定です。 

 

■ 日 時  平成 29 年 9月 14 日（木） 9:45～14:30 

■ 対 象 者  岩手県立久慈東高等学校 

        環境緑化系列生物生産科目群２・３年生 16 名 

■ 視察先及び日程 

         9:45     久慈東高等学校集合 

         9:45～10:00   開会（日程説明） 

                 10:20～11:20 視察① 

                佐々木富明（剛志）氏（酪農）久慈市夏井町夏井 23-94-2 

         11:40～12:00  視察② 

㈱おおのミルク工房（洋野町おおのキャンパス内） 

         12:00～13:00  昼食（お弁当）（おおのキャンパス内 ミーティングルーム） 

         13:20～14:20 視察③ 

田村憲史氏（肉用牛・酪農）㈱久慈平岳牧場（洋野町大野 26-40-2） 

         14:30     終了、解散   

■ 内 容  経営概要、経営の特徴、農業観並びに抱負、今後の目標等 

■ 参集範囲  久慈市、洋野町、野田村、普代村、新岩手農業協同組合、県北広域振興局農政部、 

久慈農業改良普及センター 

 

 

 

 

 

 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 



日 曜 行　　　　　事 時間 県出席者 担当課等
連絡先
（0194）

8 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】北限の海女素潜り実演
（7月～9月の土日祝日）※要問合せ

①　10：20
②　11：20
③　14：20

久慈市 小袖海女センター周辺 小袖海女センター 54-2261

ふれあい消防フェア（～10日（日）） 10:00～15：00 洋野町 洋野消防署 洋野消防署 65-6119

【定例】北限の海女素潜り実演
（7月～9月の土日祝日）※要問合せ

①　10：20
②　11：20
③　14：20

久慈市 小袖海女センター周辺 小袖海女センター 54-2261

【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

アグリパークおおさわ秋の久慈平岳登山会 8:00～ 洋野町 アグリパークおおさわ 洋野町水産商工課 65-5916

久慈平岳秋まつり 11：00～ 洋野町 山頂広場 ひろのイベント事業実行委員会 77-2111

13 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

14 木 久慈秋祭り前夜祭 18:00～ 久慈市 荒町～長内町 ◎
久慈秋まつり実行委員会
（久慈市観光物産協会） 66-9200

15 金 久慈市秋祭り　（～17日（日））
15日　16:00～
16日　14:00～
17日　14:00～

久慈市 荒町～長内町 ◎
久慈秋まつり実行委員会
（久慈市観光物産協会） 66-9201

16 土
【定例】北限の海女素潜り実演
（7月～9月の土日祝日）※要問合せ

①　10：20
②　11：20
③　14：20

久慈市 小袖海女センター周辺 小袖海女センター 54-2261

【定例】北限の海女素潜り実演
（7月～9月の土日祝日）※要問合せ

①　10：20
②　11：20
③　14：20

久慈市 小袖海女センター周辺 小袖海女センター 54-2261

【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

町民体育祭 9:30～ 洋野町 種市運動場 洋野町生涯学習課 65-5411

18 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

21 木 洋野町歳祝敬老会 11:00～13：30 洋野町 種市体育館 洋野町福祉課 65-5915

【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】北限の海女素潜り実演
（7月～9月の土日祝日）※要問合せ

①　10：20
②　11：20
③　14：20

久慈市 小袖海女センター周辺 小袖海女センター 54-2261

洋野町畜産まつり 9:30～15：00 洋野町 大野地区共同利用模範牧場 ◎ 洋野町農林課 77-2113

【定例】北限の海女素潜り実演
（7月～9月の土日祝日）※要問合せ

①　10：20
②　11：20
③　14：20

久慈市 小袖海女センター周辺 小袖海女センター 54-2261

第２回久慈市あまちゃんマラソン 9:30～ 久慈市 久慈漁港周辺
久慈あまちゃんマラソン大会実行委員

会
（久慈市生涯学習課）

52-2156

【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

塩の道を歩こう会 - 野田村 野田村～久慈市山根町 野田・塩の道を歩こう会実行委員会 78-2926

野田村消防団消防操法競技会 - 野田村 村民広場 野田村総務課 78-2111

28 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

【定例】北限の海女素潜り実演
（7月～9月の土日祝日）※要問合せ

①　10：20
②　11：20
③　14：20

久慈市 小袖海女センター周辺 小袖海女センター 54-2261

（～10月1日）洋野町長杯高校野球交流大会 8:30～ 洋野町 オーシャン・ビュー・スタジアム 洋野町生涯学習課 65-5411

町健康づくり大会 12：00～ 洋野町 町民文化会館 洋野町健康増進課 65-3950

土

24 日

場所

平成29年9月平成29年9月平成29年9月平成29年9月 行  事  予  定  表行  事  予  定  表行  事  予  定  表行  事  予  定  表

9 土

日

10 日

17

23 土

30



日 曜 行　　　　　事 時間 県出席者 担当課等
連絡先
（0194）

【定例】北限の海女素潜り実演
（7月～9月の土日祝日）※要問合せ

①　10：20
②　11：20
③　14：20

久慈市 小袖海女センター周辺 小袖海女センター 54-2261

【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

3 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

【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

【定例】北限の海女素潜り実演
（7月～9月の土日祝日）※要問合せ

①　10：20
②　11：20
③　14：20

久慈市 小袖海女センター周辺 小袖海女センター 54-2261

◎局長出席　　　☆技監（保健所長）出席　　○部・室長等出席

場所

平成29年10月上旬平成29年10月上旬平成29年10月上旬平成29年10月上旬

8 日

1 日


