
　最後に、沿岸地域で様々な活動をしている 4名のパネ
リストとともに「岩手の未来予想図」について意見が交
わされ、震災からまもなく 5年を迎えるにあたり、これ
からの復興への活力となるフォーラムとなりました。

復興に向けて歩み続ける岩手県の今を紹介します
　平成 23年 3月 11日に発生した東日本大震災津波。発災以
来、全国そして海外からも多くの温かい励ましや御支援をいた
だいております。心から感謝申し上げ、この「つながり」を大
切にしていきたいと思います。
　これまでの支援への感謝の想いを込めた『希望郷いわて国体
冬季大会』もスタートし、県内各地が活気づく今日この頃。
　復興に向けて歩み続ける岩手の今を紹介します。
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基調講演を行う今村文彦所長

　平成 28年 1月 22日（金）～ 23日（土）、「いわて三
陸復興フォーラム」（主催：岩手県・岩手県教育委員会）
が、盛岡劇場（盛岡市）他で開催されました。
　23日に行われた全体会では、はじめに達増知事が復興
の取組状況を報告し、今後の課題について説明しました。
　続いて、津波防災が専門で、東北大学災害科学国際研
究所の今村文彦所長が「東日本大震災での経験と教訓を
伝える」をテーマに基調講演を行いました。
　今村所長は、過去の津波の発生状況や被害状況につい
て解説し、「震災遺構やアーカイブには未来の防災を考え
るための役割がある。過去を学び、現在を記録し、未来
に活かすことが必要。」と訴えました。

盛岡市「いわて三陸復興フォーラム」が開催されました

　平成 28年 1月 9日（土）、東日本
大震災津波から 5年を迎える節目に
合わせて、被災地の復興支援を目的
としたフィギュアスケートのアイス
ショー「NHK杯フィギュアスペシャ
ルエキシビション」（主催：NHK・N
HKプロモーション・公益財団法人日
本スケート連盟）が盛岡市アイスア
リーナで開催され、国内外のトップ
フィギュアスケーター 18人が一堂
に会しました。

会見で想いを語る選手たち

盛岡市

　前日に行われた会見では、ソチ五
輪男子シングル金メダリストの羽生
結弦選手ら 7人の選手が出席。
　羽生選手は、「東北の人間として少
しでも復興や東北のためになれるこ
とを心からうれしく思う。希望とい
う明るい感情を表現したい。」と意気
込みを語り、浅田真央選手は、「心を
込めて精一杯、見ている方に伝わる
ように滑りたい。子どもたちと一緒
に未来を輝かせていきたい。」と想い

を話しました。
　羽生選手は、当日のエキシビショ
ンプログラムで被災地への鎮魂の祈
りを込めた「天と地のレクイエム」を
披露。浅田選手の復興への思いが込
められた特別企画「ジュピター」で
は、リンクに『奇跡の一本松』が映
し出される中、仙台の子どもたちと
一緒に滑りを披露すると客席から大
きな拍手が送られました。

パネルディスカッションの様子

「NHK杯フィギュアスペシャルエキシビジョン」開催
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早採りわかめは、成長段階の新芽のわかめを摘み取ったもので、収穫は、
1～２月の厳冬期。宮古市重茂漁協のブランドわかめ「春いちばん」をは
じめ大船渡産等、県内の早採りわかめの出荷が最盛期を迎えています。
先月、いわて銀河プラザで行われた「三陸・けせん観光物産フェア」での
早採りワカメのしゃぶしゃぶコーナーも大好評 !
春先にしか味わうことのできない、栄養価満点の早春の味をご賞味下さい。

「早採りわかめ」のシーズン到来 !!

【お問い合わせ】
山田町▶山田町観光協会 ☎：0193-84-3775
大船渡市▶漁師のかき小屋（大船渡おさかなセンター内） ☎：0192-26-4788
陸前高田市▶かき小屋 広田湾 ☎：090-8784-2114（予約専用）

宮古市

「天と地のレクイエム」を披露する羽生選手 子どもたちと「ジュピター」を披露する浅田選手

重茂漁協産「春いちばん」
（写真提供：重茂漁業協同組合）
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被害状況等の詳細
義援金・寄付金の募集等 いわて防災情報ポータル 検索
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岩手県の被害状況 平成27年 12月 31日現在

▶人的被害　死者（直接死）：4,672 人　行方不明者：1,124 人
▶建物被害（住家のみ、全半壊）　26,168 棟

皆さんのご支援、ありがとうございます

※ 被災したこどもたちが勉強やスポーツ等に励めるよう「くらし」「まなび」の支援に使われます。

▶いわての学び希望基金（※）受付状況　約 78億 9,788 万円（17,032 件）

もご覧ください !! http://iwate-fukkoudayori.comビジュアル豊富な いわて復興だより Web【 】

▶義援金受付状況　約 184億 3,776 万円（92,605 件）
▶寄付金受付状況　約 197億 2,779 万円（7,599 件）

平成 27年 12月 31日現在

イベントの詳細は変更になる場合がありますので、お問い合わせの上ご来場下さい。

【次回のいわて復興だよりについて】次回は 2月 15日号の発行を予定しています。

7/25（土）住田町 住田町夏まつり 世田米商店街 " 道中踊り、郷土芸能、夢灯り、
餅まき、五葉山火縄銃鉄砲隊演舞、花火大会などが開催される " 実行委員会 0192-46-3861

　政府広報が行った東北を元気にする作文募集において、
最優秀作品に選ばれた岩間壮太君（大槌学園小学部 5年
生）の「震災から 4年と半年（感謝を忘れない）」を原作
に製作された短編映画『未来のカケラ』の完成特別上映
会が、大槌町で開催されます。
　『未来のカケラ』は、大工になるという夢を持つ主人公
の 10年後の自分と自分のふるさとへの思いを鮮やかに
描いた作品で、上映時間約 15分の短編映画。
　主演の須賀健太さん
は、「多くの方々に見て
いただき、作品のタイ
トル通り『未来のカケ
ラ』を感じてほしい。」
と話しました。

　「久慈地下水族科学館もぐらんぴあ」は、東日本大震災
津波で全壊しましたが、再開を求める多くの方々の声に
応え、本年４月のオープンにむけて整備を進めています。
　現在は、「もぐらんぴあ　まちなか水族館」として、久
慈駅前で開館しており、さかなクンから送られたお魚を
はじめ、様々な海の生物が展示されています。
　“新生”「もぐらんぴあ」は新たな取組として、プロジ
ェクションマッピングによる演出や、被災により青森県
八戸市に預けられているアオウミガメの「カメ吉」を中
心とした復活までのドキュメンタリー映画を製作する予
定で、それらの費用について、インターネットを活用し、
寄付を募集中。寄付は２
月１３日まで受付けてい
ますので、ぜひ久慈市の
ホームページをチェック
してみてください。

「もぐらんぴあ」に戻る予定の『カメ吉』
　　　　　　　　　（写真提供：久慈市）

● 『未来のカケラ』の完成特別上映会　　入場無料
平成 28年 2月 7日（日）・大槌町城山公園体育館＜アリーナ＞
午前の部　11:00 ～ 11:40（終了予定）／午後の部　14:00 ～ 14:40（終了予定）
● 放映スケジュール
平成 28年 2月 20日（土）　14:30 ～ 15:00（予定）
BSフジ『未来へススモーション‼ 新しい東北 東北未来くるストーリー（仮題）』

大槌町
短編映画『未来のカケラ』
特別上映会・BS特別番組決定 !!　

「久慈地下水族科学館もぐらんぴあ」
５年ぶりの復活を盛り上げよう！

主な夏季イベント情報

北三陸はしご酒大会
中心市街地 飲食店（久慈市）
指定の店を４店舗回り、４店舗分のスタンプを集め、豪華
賞品が当たる抽選会に参加。前売券¥3,000（当日券¥3,500）

久慈商工会議所：0194-52-1000

2/18 
木 久慈市

まちなか・ありがとう市
中心市街地（久慈市）
中心市街地 70店舗を超える店が、お買い得セールを実施。
買い物をするともらえる抽選券で抽選会も。

久慈商工会議所：0194-52-1000

2/18 

3/18 
金

久慈市

宮古毛ガニまつり
宮古魚市場（宮古市）
2 月に最盛期を迎える毛ガニを販売するほか、毛ガニ汁の
無料お振る舞いや毛ガニの一本釣りなどのイベントも。

(一社 ) 宮古観光文化交流協会：0193-62-3534

2/21 
日 宮古市
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ひろのまきば天文台 ＜ひろの星空教室＞
ひろのまきば天文台（洋野町）
開催日：2/6 ( 土 )・2/20 ( 土 )・3/12 ( 土 )・3/26 ( 土 )

ひろのまきば天文台：0194-77-3377
大野ふるさと公社：0194-77-3202

2/6
土

3/26
土

洋野町

もぐらんぴあ・まちなか水族館 
～ひなまつり～

もぐらんぴあ・まちなか水族館（久慈市）
もぐちゃんのお内裏様・アマリンのお雛様がみんなを待っ
ています！参加者には、雛あられなどプレゼント！

もぐらんぴあ・まちなか水族館：0194-53-9600

久慈市

北三陸くじ冬の市
中心市街地（久慈市）
久慈の新鮮な海の幸・山の幸・里の恵みも溢れ、みんなで
楽しめるイベントやふるさとの魅力満載の市。

実行委員会：0194-52-2123

2/28 
日

久慈市

おおつち バラエティショー
大槌町中央公民館（大槌町）
少子化にあえぐ、とある町の愛と笑いと涙ありのコメディ
ー劇や歌、漫才、かくし芸など盛りだくさん。

大槌町総合政策課・公民連携室：0193-42-8724

大槌町

三陸・大船渡 第 19回つばきまつり
世界の椿館・碁石（大船渡市）
世界 13カ国、約 600種類の椿を植栽展示。 
期間中は、多彩なイベントのほか、椿の苗木やグッズを
販売。 

つばきまつり実行委員会：0192-27-3111問い合わせ

1/17 
日

大船渡市

3/21 
月・祝

2/28 
日

2/27 
土

2/28
日

未来へススモーション 検索詳しくは

問い合わせ：久慈市観光交流課
☎ 0194-52-2123

久慈市

　東日本大震災津波で全壊した「久慈地下水族科学館も
ぐらんぴあ」の復旧の目途が立ち、今春の復活に向け整
備が進められています。
　同施設は、被災により休館を余儀なくされましたが、
市民の要望により平成 23年 8月、空き店舗を利用した
臨時のサテライト水族館「もぐらんぴあ まちなか水族館」
として再開していました。
　この度久慈市は、国の復興財源などを活用し、建物や
水槽設備を復旧。インターネットで資金を募るクラウド
ファンディングを活用し、青森県八戸市に預けられてい
たアオウミガメの『カメ
吉』の輸送や、北東北の
水族館として初の試みと
なる「プロジェクション
マッピング」の制作費等
をまかないたいと考えて
います。

撮影風景
（写真提供：石川 清以子さん）
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