
金津本陣 IK
OSSA に

歴史を学び
にいこっさ

！ 郷土歴史資料館 だより郷土歴史資料館 だより

開館時間  9 時 30 分 ～ 18 時（最終入館 17 時 30 分）
問合せ　☎ 73-5158　　  73-1038　　　maibun@city.awara.lg.jpFAX

郷土歴史資料館（金津本陣 IKOSSA ２階）
休館日　月曜日・第四木曜日（祝日の場合はその翌日）

　現在はプラスチックや金属製の素材ででき
た道具が主流ですが、昔は身近な自然の素材
を使った道具がたくさんありました。
　今回のテーマ展では、竹・わら・木に注目
して、それらの素材を使った道具と暮らしを
紹介します。
と　き　令和２年１月 15 日（水）

～５月 10 日（日）
９時 30 分～ 18 時

（最終入館 17 時 30 分）
ところ　郷土歴史資料館

企画展示ゾーン、イベント展示
ゾーン

入場料　無料

令和元年度冬季テーマ展「昔の道具と暮らし～自然の素材がいっぱい～」開催！

　本テーマ展では、昔の道具を展示し、実際にそれらの
道具を使っている場面を写真で紹介する予定です。
　次のような昔の道具を使っている場面の写真が自宅に
ありましたら、当資料館までご連絡ください。ご協力を
お願いします。

▲⑤いづめ（いずみ） ▲⑩お膳、⑪おわん

⑪おわん
⑫重箱
⑬角樽
⑭背板
⑮ツマカケ
⑯むしろ

①竹製・木製弁当箱
②炭籠
③飯籠
④竹製の衣類籠
⑤いづめ（いずみ）

※ 幼児保育器

第５回あわら市民かるた大会
参加者募集！

　競技かるたの経験者はもちろん、未経験者
の参加も大歓迎です。学校や職場・地域の人
とチームを組んで、お申し込みください。
と　き　令和２年１月 26 日（日）

開会式　９時 15 分～
ところ　あわら市武道館
対　象　市内在住もしくは市内に通勤・

通学している人
部　門　個人戦　有段者の部

団体戦　経験者の部、初心者の部
※ 団体戦は、１チーム３～４人

参加費　個人戦　１人 500 円
団体戦　１チーム 1500 円

申込み　【期限】令和２年１月 14 日（火）
FAX またはメールでお申し込みくださ
い。詳細は、ちはやふる week in あ
わらのホームページをご覧ください。

観光振興課
☎ 73-8029　　　73-1350

kanko@city.awara.lg.jp

ちはやふる week in あわら 検索

FAX

2020インターナショナル
小倉百人一首かるたフェスティバル　開催決定！
　「東京 2020 NIPPON フェスティバル共催プログラム」として、あ
わら市と一般社団法人全日本かるた協会、滋賀県大津市、東京都文京
区の４者による競技かるたイベント「2020 インターナショナル小倉
百人一首かるたフェスティバル」の開
催が決定しました。令和２年５月 23 日

（土）から 31 日（日）までの間、海外
のかるた選手が、あわら市を含む全国
３地域で試合を行います！
　 詳 し く は、 特 設 サ イ ト（https://
karuta-fes.com/）をご覧ください。

2020 インターナショナル小倉百人一首かるたフェスティバル
あわら市開催プログラム
と　き　令和２年５月 24日（日）
ところ　清風荘
内　容　・オリンピック・パラリンピック記念　あわら世界大会

（和装で行う海外会所属選手の個人戦、日本人選手との交流試合）
・競技かるた体験会、かるたONLINE体験会
・小倉百人一首競技かるた第52回全国女流選手権大会【同時開催】

問合せ　観光振興課　☎ 73-8029

⑥いづめ
※ ご飯を保温する

わらの入れ物
⑦草履・わらじ
⑧背中あて
⑨俵
⑩お膳

▲合同記者発表の様子

◀【左から】大津市観光キャラクター おおつ光ルくん、あわら市おもてなしキャ
ラクター 湯巡権三、文京戦隊 BUN レンジャー 梅レッド

民生委員・児童委員ご紹介
　市内には、63 人の民生委員・児童委員がいます。委員は、住民の生活状況の適切な把握や、要援護者に
対する相談・支援、福祉サービスの情報提供、社会福祉事業関係者との連携・支援、関係行政機関とのパイ
プ役など、社会奉仕の精神に基づいて活動しています。
　生活をしていく上で困ったことや子育てをしていく上で不安に感じることなど、日常生活のさまざまな問
題は、お近くの民生委員・児童委員にご相談ください。

　12 月１日の改選により次の皆さんが選任されました。　（任期：令和元年 12 月１日～４年 11 月 30 日）

問合せ　福祉課　☎ 73- 8020 

芦原地区（西部地区）　　　　　　　　　　　〈敬称略〉 金津地区（東部地区）　　　　　　　　　　　　〈敬称略〉 

氏名 担当区（数字は班）
吉川　武男 舟津温泉５～９・13・15 ～ 18
市野　三郎 舟津温泉１～４・10 ～ 12・14
阿部　　博 二面温泉１～８
長谷川　巧 二面温泉９～ 11
近藤　　子 二面温泉 12 ～ 18

（未定） 二面温泉 19 ～ 25
中西　佐保 二面温泉 26 ～ 30
山田　裕司 田中温泉１～８・14 ～ 18
斉藤　節子 田中温泉９～ 13・19 ～ 22
小地戸　敏雄 東温泉１～６
増木　里美 東温泉７～ 12
足立　敏郎 西温泉
菊地　治男 舟津
岩本　悦信 二面７～ 14・17
戸波　好夫 二面１～６・15・16、牛山、松影
谷川　眞由美 国影、新成
北嶌　則子 井江葭、横垣、宮王、桜
中島　愼一郎 重義、番田、田中々、堀江十楽、布目
三上　慶子 轟木、新田、東善寺、谷畠、上番、根上り
石黒　豊 仏徳寺、御鷹、光明、翠明
齋藤　清志 中番
北嶋　まり子 下番、玉木
吉江　眞由美 河間、河水苑、宮前公文
近藤　浩子 北本堂、角屋、中浜
見澤　昌純 北潟東、富津
佐孝　博司 北潟西、赤尾
潟中　眞佐美 浜坂
池神　幸雄 波松、城、城新田、十三、番堂野

主任児童委員
中嶋　千津 芦原地区全域
赤神　敏江 芦原地区全域

氏名 担当区
七野　和夫 吉崎１、吉崎２
小林　かほる 坂口、蓮ヶ浦、細呂木、橋屋、樋山
酒本　勝 指中、沢、細呂木駅前
坂本　範子 滝、青ノ木、宮谷
山崎　茂雄 山室、高塚
藤川　一男 清王、山西方寺、柿原、山十楽、嫁威
齋藤　豊子 日の出
中嶋　秀行 伊井、南稲越、河原井手、池口
橋本　至子 古屋石塚、桑原
渡邊　美紀代 清間、矢地、菅野
熊谷　敏子 熊坂、下金屋、畝市野々、牛ノ谷
縣　　好博 名泉郷
松嶋　由美子 中川、北野、北、前谷、笹岡、上野
山元　智英美 東田中、瓜生、南疋田、北疋田、次郎丸、御簾尾
渡辺　哲夫 東山、後山
上野　芳徳 清滝、鎌谷、椚、権世、権世市野々
長谷川　幸子 旭、桜ヶ丘
伊藤　幸子 新富、水口
住田　達映 天王、中央
三上　由美子 十日、脇出、春日
土岐　千紀 上八日、八日、下八日
貝吹　文子 坂ノ下
長谷川　郁子 向ヶ丘
矢野　博 稲荷山、千束、若葉台、新みどり
林　　公枝 六日
高木　四郎 東
生谷　礼子 新
山本　豊 北稲越、榛ノ木原
栁田　佳孝 古（市姫）
宮川　志づ江 古（大溝）
齋藤　和美 新用、馬場

主任児童委員
能美　進 金津地区全域
西川　清美 金津地区全域

9 8


