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❶ いちのせきサイエンスカフェ × キッズサイエンス2019

　今年度1回目となる「いちのせきサイエ
ンスカフェ」を8月3日に開催しました。
（公財）岩手県南技術研究センターの
「キッズサイエンス2019」とのコラボレー
ション企画として実施したもので、同セン
ターを会場に市内の小学生32名が参加
しました。
　一関工業高等専門学校の助教山野内
敬氏を講師に、水が固体、液体、気体に変
化する仕組みなど「水の不思議」について
学びました。
　実験ではペットボトル２本を組み合わ
せて噴水装置を作製。ペットボトルに水と
ドライアイスを入れると、水が噴水のよう
に吹き上がる様子に子どもたちは驚き、歓
声をあげていました。

★ 特集 科学を身近に感じよう
★ ピックアップニュース
★ ニュースクリッピング

★  Q&Aコーナー
★  Bell’sコーナー
★  What brought you to Ichinoseki?
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❷ 中学生最先端科学体験研修

　8月5日～8月7日の3日間「中学生最先端科学体験研修」（主催：市教
育委員会）を実施しました。
　9年目の今年は市内および平泉町の18の中学校から3年生65名が参
加。2泊3日で茨城県つくば市にある高エネルギー加速器研究機構（KEK）
やJAXAなど5施設を見学し、研究者から最先端の科学を学びました。
　9月9日には、報告会と解団式が行われ、生徒たちは研修の成果を発
表し合いました。

やま   の   うち

たかし

一関でこんなことしています

　JICAの派遣先のホンジュラスで妻に出会い、彼女の出身である東山で一年前から暮らし始
めました。スペイン語で話す私にとって最初は「言葉」が一番大きな壁でしたが、仕事を始
めてからは積極的に日本語を話そうという気持ちになり、現在は日本語教室にも通っていま
す。いつかホンジュラス料理のお店を開店できたらいいな～と思っています。ホンジュラス
料理の中で一番紹介したいのは「バレアーダ」です。「バレアーダ」はトルティーヤ、豆、
卵、チーズ、チョリソーなど使う料理です。ぜひ一緒に食べましょう。

アルヘリオ ホセ パス ペーニャ

Argelio José Paz Peña さん 
ホンジュラス出身（25）

● 職業 溶接工
● 趣味 飛行機のプラモデル集め、
 YouTubeの動画作成
● 好きな場所 厳美渓
● 好きな食べ物　 ラーメン
● 好きなイベント　 大東大原水かけ祭り
 （来年参加したい）

プロフィール
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〒021-8501 岩手県一関市竹山町7番2号
TEL 0191-21-8315 FAX 0191-21-2164
URL  https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/ilc/
E-mail ilc@city.ichinoseki.iwate.jp

専用ホームページ、SNSで情報を発信中！

一関市 ILC
くわしくはこちらで検索！

検索

Facebook
Twitterでも発信中！
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Bell’s
国際化推進員のベル・あいみです。
ここでは、私の仕事内容や生活していて

気づいたことなどを紹介していきます。

Have you ever wondered about the city hall’s 
services or what to do in case of an emergency? 
Scan the QR code to access the Ichinoseki Living 
Guide which provides information on: Ichinoseki 
City Hall and branch offices (hours), 
fire/ambulance, disaster,  notification procedures, 
lifestyle, health, welfare, National Health 
Insurance, Medical Insurance for the Elderly 
(Aged 75+), National Pension System, taxes, 
employment consultation, education/sports, 
tourism and information disclosure!

一関市民生活ガイドブック一関市民生活ガイドブック

コーナー

一関市民
生活ガイドブック
一関市民
生活ガイドブック

QRコードから
アクセス！
QRコードから
アクセス！

　一関の市民生活ガイドブックは市のホームページからアクセス
できることをご存知でしょうか。今年の４月からは英語版市民生
活ガイドブックもアクセスで
きるようになりました。 
　一関に引っ越したばかりの
方で、日本語よりも英語がわ
かりやすい方には一関市役所
の英語版市民生活ガイドブッ
クをご紹介したいと思いま
す。日常生活に関する情報が
たくさん書かれています。



　7月30日～8月1日の３日間、いちのせき健康の森を
会場に「中学生英語の森キャンプ」（主催：市・市教
育委員会）を実施しました。市内及び平泉町内の中学
校から2年生57名が参加。宿泊期間中すべて英語で会
話し、外国語指導助手（ALT）と交流しながら外国の
生活や文化風習を体験・学習しました。

▶ 英語の森キャンプ

　8月24日～25日の2日間、全国地ビールフェスティ
バルin一関でILCをPRしました。ステージイベントで
は、岩手のアイドル「ふじポン」さん、岩手まるごとお
もてなし隊の「サクラ凛」さん、カワイイ大使の「木村
優」さんが応援に駆けつけ、地ビールフェスティバル
会場内の多くの皆さんにILCを紹介しました。

▶ 地ビールフェスでILCをPR

　6月12日、東北ILC推進協議会、北海道東北地方知事
会、北海道・東北６県議長会、東北市長会の4団体は合
同で、菅官房長官や関係省庁を訪問し、誘致実現に向
けて、政府がより明確な意思表明を早期に行うよう要
望しました。
　菅官房長官は「要望をしっかり受け止めたい」と述
べました。

東北ILC推進協議会合同要望を実施

　7月17日、岩手県南・宮城県北のILC推進8団体による
連絡会議が開催されました。
　県境を越えた推進8団体の会合は今回が初めてであ
り、ILC誘致をさらに推進していくため、定期的な情報
交換と機運醸成の取り組みなど連携した活動を強化して
いくことを確認しました。

　8月3日、一関夏祭りのくるくる踊り大パレードにおい
てILCをPRしました。横断幕やのぼり旗を先頭に手踊り
パレードを繰り広げたほか、ILCの話題を取り上げた漫
画「会長 島耕作」をプリントしたうちわも沿道の観客に
配布し、大好評でした。

夏祭りでILCをPR

ニュースクリッピング

　6月4日、ILCを推進する岩手県南・宮城県北の9団体
（ILC実現を熱望する住民の会、奥州市ILC推進連絡協
議会、大船渡市ILC推進協議会等）は自由民主党本部を
訪問し、超党派の国会議員連盟会長である河村建夫衆議
院議員ら4名に国内誘致の確実な実現を要望しました。
　河村氏は「一緒に頑張りましょう」と述べました。

ILC推進団体による要望を実施

ピックアップニュースPICK
UP!

岩手県南・宮城県北推進団体連絡会議を開催

菅官房長官に要望書を手渡す東北市長会会員の各市長
左から大船渡市長、気仙沼市長、一関市長、奥州市長

講演する小野寺衆議院議員

市では、自治会や各種団体などが主催するＩＬＣ勉強会・講演会に講師を派遣します。
市職員が講師としてお伺いするほか、実施内容に応じて研究者や県のＩＬＣキャラバンの派遣についてアドバイスを行っています。

　6月14日、県政懇談会「いわて幸せ作戦会議in奥
州」が開催され、当市国際化推進員のベル・あいみ
さんが発言者の一人として参加しました。懇談会の
テーマは「国際リニアコライダーの実現に向けて」
で、ベル・あいみさんは多言語表示や情報発信、医
療通訳などのILC実現に向けた課題について知事と
意見交換しました。

▶ 県政懇談会

　市では、市内の中学校を対象に「ILC特別授業」を
実施しています。7月4日には、高エネルギー加速器
研究機構（KEK）素粒子原子核研究所研究員の倉田
正和氏を講師に、一関東中と一関中の2校で実施しま
した。ILCの概要や研究内容についての講演と見えな
い粒子を観察する霧箱実験を行いました。

▶ 中学生ＩＬＣ特別授業

くら　た

まさ かず

ILCの実験終了後、高レベル放射性廃棄物の最終処分場に転用されるのではないのですか？Q
次の理由により、ILCの跡地が高レベル放射性廃棄物の最終処分場に転用されることはありません。
①ILC研究施設は国際機関で管理されるものであり、日本だけで活用方法を決められるものではないこと。
②高レベル放射性廃棄物の最終処分場の設置については、法律に、地元自治体の意見を聞き、十分尊重しなければ
ならないと明記されていること。
③海抜約110メートルに設置されるILCのトンネルは、地表から深さが一部400～500メートルの箇所もあります
が、深さ20～100 メートルなどと地表に近い箇所も多いこと。
④ILCのトンネルは生活エリアよりも高い場所に位置する上、トンネルの形状が放射性廃棄物の埋没処分に適した
構造ではないこと。（東北ILC推進協議会ホームページより）

A令和元年９月21 日（土）14:00～16:00

大東図書館（大東町摺沢字新右エ門土手12-2）

広島大学大学院先端物質科学研究科 教授 栗木雅夫 氏

ILCでおこる本当のビッグバン ～科学・社会・経済～

200 円 ただし、学生は無料。（ソフトドリンク及び菓子代等）

事前申込が必要です。先着30名。ILC推進課 21-8315まで。
詳しくは、市ILC推進ホームページをご確認ください。

日　時

場　所 

講　師 

演　題 

参加料

申　込 

ILCや最先端科学の

研究内容など、

コーヒーを片手に

研究者と気軽に語り合い、

科学を身近に

感じてみませんか？

市民の皆さんから寄せられた質問等にお答えするコーナーです。コーナーQ &AQ &A
いちのせきサイエンスカフェ　 ご案内の参加募集中

くり   き  まさ   お

かわむらたけ   お
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一関市民生活ガイドブック一関市民生活ガイドブック

コーナー

一関市民
生活ガイドブック
一関市民
生活ガイドブック

QRコードから
アクセス！
QRコードから
アクセス！

　一関の市民生活ガイドブックは市のホームページからアクセス
できることをご存知でしょうか。今年の４月からは英語版市民生
活ガイドブックもアクセスで
きるようになりました。 
　一関に引っ越したばかりの
方で、日本語よりも英語がわ
かりやすい方には一関市役所
の英語版市民生活ガイドブッ
クをご紹介したいと思いま
す。日常生活に関する情報が
たくさん書かれています。


