
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。
　復興に向けて歩み続ける岩手の今を紹介します。第 109号 

平成 28年 7月 15日号

がんばろう！岩手　つながろう！岩手

　平成 28年 7月 3日（日）、「高田スマイルフェス 2016」
（主催：実行委員会）が陸前高田市の上長部（かみおさべ）
グラウンドで、開催されました。
　Jリーグクラブ川崎フロンターレは、東日本大震災津
波直後に同市の子どもたちに学習教材の算数ドリルを贈
ったのをきっかけに、同市でのサッカー教室の開催など
継続的な支援活動を行っており、昨年
９月に同市と友好協定「高田フロンタ
ーレスマイルシップ」を締結。今回の
イベントはその一貫として開催された
ものです。
　当日は、地元の子どもたちを対象に、
川崎フロンターレ選手も参加するサッ
カー教室が行われたほか、陸前高田、

川崎両市の物産販売や飲食コーナーが設けられ、長蛇の
列が作られました。
　また、メインイベントとなった、J1クラブ同士である
川崎フロンターレとベガルタ仙台によるスマイルドリー
ムマッチでは、県内外から来場した約 2,800 人の観客が、
プロのサッカー選手の活躍に熱い声援を送りました。
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広げよう 感動。伝えよう 感謝。

正式競技 ▶ 軟式野球　会期 ▶ 平成 28年 10月 2日（日）
　　会場 ▶ 北緯 40度運動公園野球場
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※大船渡市・山田町への派遣は総合土木のみ

黒崎展望台からの眺め

岩手県沿岸北部に位置する海と山の豊かな自然に包まれた人口約 2,850
人の村です。白い砂浜が綺麗な普代浜や 140メートルの断崖から太平洋
を弧を描くように見渡せる普代村きっての風光明媚なスポット黒崎があ
り、雄大な自然が日常の時間をリセットしてくれます。また、普代村を
震災の津波被害から守った「奇跡の水門」や 15.5 メートルの防潮堤が
あります。

岩手県では、東日本大震災津波からの復興事業などに対応していくため、昨年度に引き続き、
県の機関及び県内被災市町村で勤務する任期付職員を募集します。

宮古

お問い合わせ ☎ 0194-35-2111（普代村役場）

岩手県任期付職員 検索詳しくは

【任用形態・任期３年の正職員】原則として平成 29年 4月 1日採用予定ですが、可能な方については前倒しして採用する場合があります。

職種区分 採用予定人員 主な勤務先職務内容

一般事務 31人程度

総合土木 59人程度

・復旧、復興に係る補助事業等に関する事務
・許認可、その他一般事務
・災害復旧工事等の設計、積算、発注、
  工事監督等

県の機関に配属される場合
県の出先機関（広域振興局等）又は本庁
市町村に派遣される場合（５市町村）
大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町、田野畑村

受験資格　(1) 一般事務　平成 11年４月１日までに生まれた者
　　　　　　 （平成 28年４月１日現在の年齢が 17歳以上の者）
　　　　　(2) 総合土木　次のいずれかの要件を満たしている者
　　　　　　 （平成 28年６月末現在）
　　　　　　① １級又は２級土木施工管理技士の資格を有する者
　　　　　　② ２級土木施工管理技術検定試験の受験資格相当の
　　　　　　　 実務経験を有する者

試験方法　(1) 一般事務：教養試験・作文試験・個別面接等
　　　　　(2) 総合土木：受験申込時に提出された応募作文及び
　　　　　　  実務経験経歴書による書類選考・個別面接等

総合土木一般事務
第１次試験　 　9月 18日（日）　　　　 書類選考

盛岡会場：盛岡商業高等学校
東京会場：都道府県会館

第 2次試験　　　　　10月下旬～11月上旬

試験日程

募集期間 火
7/19

金
8/26▶

平成28年度岩手県任期付職員 募集 !!平成 28年度岩手県任期付職員 募集 !!
サッカー教室での中村憲剛選手と子どもたち

「高田スマイルフェス2016」開催 ! 地域間の交流深まる「高田スマイルフェス2016」開催 ! 地域間の交流深まる

お問い合わせ■岩手県人事委員会事務局
　　　　　　　☎019-629-6241
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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

編集・印刷：シナプス

岩手県の被害状況 平成28年 6月 30日現在

▶人的被害　死者（直接死）：4,672 人　行方不明者：1,123 人
▶建物被害（住家のみ、全半壊）　26,075 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 84億 8,074 万円（17,971 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 9,874 万円（93,530 件）
▶寄付金受付状況　約 197億 7,718 万円（7,791 件）

平成 28年 6月 30日現在

愛知県出身。
6歳の頃からバイオリンを始めるかたわら、小・中・
高はサッカー選手として活躍。
短大卒業時、就職先が内定していたが、子どもたち
に音楽の楽しさを伝えたいとの想いから、一般社団
法人エル・システマジャパン 大槌プロジェクトの弦
楽器講師になることを決意。
平成 28年 5月に大槌町に移住し、弦楽器と英会話
の講師として子どもたちを指導している。

PROFILE

　被災地・三陸の復興へ向け、多くの若者が情熱を注
いでいます。連載「未来のさんりくびと」では、毎号、
復興への熱い想いを秘めた若者を紹介していきます。
第 58回目は、櫻井 うららさんを紹介します。

　 櫻井さんからのひと言：
大槌でオーケストラを

やりたい !

子供たちとの触れ合いに喜びを

（一社）エル・システマジャパン大槌
弦楽器講師
櫻井 うらら

（さくらい うらら）さん

に音楽の楽しさを伝えるためバイオリンの講師
として大槌町に移住した櫻井さんは「大槌町に
初めて来たときには、震災から 5年経った今で
も復興がまだ進んでいない印象がありましたが、
大槌町は星がきれいでご飯もおいしいし、人も
暖かいです。」と大槌町での暮らしを話すと同時
に「子どもたちは楽しそうにバイオリンを練習
していて、上達も早いです。」と、子どもたちと
の触れ合いを笑顔で話します。

音楽の持つ力に期待

　平成 26年、大槌町と「音楽を通して生きる
力を育む」事業の協力協定を結び、放課後活動
のひとつとして教室を開くなど、子どもたちの
居場所作りに取り組んでいる「エル・システマ
ジャパン 大槌プロジェクト」。
　そのプロジェクトの一員として、子どもたち

　お年寄りから子ども、国や言語も関係なく表
現でき、通じ合える音楽。櫻井さんは「自分自
身も音楽に支えられて育ってきました。大槌の
子どもたちも音楽を通して幅広い表現の仕方を
身に付けて、成長していってほしいです。」と、
音楽の持つ力と、子どもたちの将来に想いを寄
せます。
　今後は、発表の場としての演奏会の企画を進
めていく予定で、未だ不自由な環境にある子ど
もたちの励みになることが期待されます。
　

【次回のいわて復興だよりについて】次回は 8月 1日号の発行を予定しています。

　平成 28年 7月 5日（火）、青森県と岩手県のアンテナ
ショップ「青森・岩手えぇもんショップ」が、大阪市北
区堂島の「ドージマ地下センター」にオープンしました。
　同日行われたセレモニーでは、達増知事、三村申吾青
森県知事などによるテープカットのほか、本県の南部せ
んべいと青森県のりんごジュースのセットが先着 30名
様にプレゼントされました。
　延べ床面積約 126平方メートルの店内には、本県の盛
岡三大麺（盛岡冷麺、じゃじゃ麺、わんこそば）や三陸
岩手わかめ、青森県のニンニクやりんごジュースなど、
両県の特産品約 800点が並び、買った商品をその場で楽
しめるイートイン
コーナーもありま
す。

オープニングセレモニーの様子

　平成 28年 8月 26日（金）から 28日（日）の 3日
間、釜石市で「釜石てっぱん映画祭（主催：実行委員会）」
が開催されます。
　このイベントは、映画館のない同市で映画を通じた心
の復興と釜石の映画文化を再生しようと実行委員会が企
画したもので、今年１月にオープンした「チームスマイ
ル・釜石PIT（釜石情報交流センター内）」をメイン会場
に 9作品が上映されます。
　市民が上映する映画を選ぶ市民参加型の映画祭で、市
内の映画好き 14人が薦める作品の中から「最高の人生の
見つけ方」、「かもめ食堂」、「ミニオンズ」、「ひまわり」、
「フラガール」、「はじまりのうた」の
6作品が市民投票により選ばれました。
　残り 3作品は実行委員会が決定し、
平成 28年 7月 31日（日）にはプ
レイベントが開催されます。

上映作品に選ばれた「最高の人生の見つけ方」 ©2007 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.
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大阪市 釜石市
「青森・岩手えぇもんショップ」が
大阪市梅田にオープン！

映画館のないマチの映画祭
市民投票による上映作品決定

問い合わせ：釜石てっぱん映画祭
実行委員会 ☎ 080-1823-1571

釜石てっぱん映画祭 検索詳しくは

8月に
上映会

住所
大阪市北区堂島 1丁目
 堂島地下街 6号
（ドージマ地下センター）
営業時間
午前 10時～午後 8時
（毎月第 3日曜日定休） 青森・岩手えぇもんショップ 検索詳しくは


