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原敬生家
（市指定有形文化財）

　原敬生家は嘉永3（1850）年、現在地に建築。平民宰相・原敬は、その6年後
にこの家で生まれ、遊学のため15歳で上京するまで過ごしています。上京後、
19歳から65歳までつけていた日記が「原敬日記」です。全83冊あり、日本近代
史の貴重な史料として知られています。

　原敬生家は、盛岡藩の家老を務めた祖父・原直
な お

記
き

が建てました。建築当時
は、藩主を迎える「御

お

成
な り

座敷」など20以上の部屋を備える2階建ての大邸宅で
したが、明治初期に大部分が取り壊され、現在は5分の1ほどしか残っていませ
ん。春から秋にかけて公開しているほか、原敬の誕生日である2月9日に合わせ
て、本年は2月2日㈯~17日㈰も公開します。
　原敬日記は、原が生前、最も大切にしていた物でした。当時の政治家や官僚
たちが、どこで、誰と、どのような話をしたかを淡々と記しているのが特徴。昭
和25年に図書として出版され、今でも明治・大正史の研究に活用されていま
す。普段は複製を展示していますが、企画展などでは実物を公開しています。

10秒で知る文化財

知識深まる文化財

盛岡の
文化財

 原敬記念館（本宮四丁目38-25)
 9時~17時（入館は16時半まで)
 小・中学生50円、一般200円。

市内に住所を有する65歳以上は
無料

 同記念館☎636-1192

原敬日記
（県指定有形文化財）

■会社に入ったきっかけは？
　大学1年の時の東日本大震災で電気や水道などのイン
フラが止まる経験からその大切さに気付き、エネルギー
に関わる会社への就職を考えるようになりました。また、
ボランティアがきっかけで地域の人と交流を持つようにな
り、人と触れ合う仕事や地域に貢献できる仕事に興味を
持つようになりました。インフラの中でも、地域に密着し
た経営をモットーとしている盛岡ガス㈱なら、その思いが
叶えられるのではと思い、選びました。
■会社の良さはどんなところですか？
　研修などを充実させ、若手が働きやすいよう常に考えて
くれるところです。積極的に先輩が教えてくれるので、頑

張ろうという気持ちになります。
■仕事のやりがいを教えてください
　お客さまと対話する時間を大切にし、また頼みたいと思
ってもらえるような接客を心掛けています。また、地元な
らではの話題で楽しく話をし、盛り上がることも。お客さ
まから「ありがとう」と言ってもらうだけで充実感がありま
す。盛岡ガスで働くことで、盛岡に住む人たちの生活や仕
事に役立ち、地域に貢献できると思っています。まずは会
社の一員として一人前の仕事ができるように頑張ります。
■後輩に向けてアドバイスを！
　たくさん悩んで考えることで、自分の好きなことが見えてく
ると思います。人との出会いを大切にして頑張ってください！

　地元で働くことの魅力や仕事のやりがいなどを、若手社会人に聞く
シリーズ。若い力が活躍中です！【問】経済企画課☎613-8298

盛岡ガス㈱
営業部お客さまサービス課　  
　塩

し お

脇
わ き

順
じゅん

平
ぺ い

さん（26）
　（北上市出身）

　若者の就職・仕事のサポート施
設です。就職活動のときだけでな
く、現在の仕事に関する悩み事に
も、専門のキャリア・カウンセラー
がじっくり丁寧にサポートします。

 菜園一丁目12-18盛岡菜園セ
ンタービル5階

 月曜～土曜、10時～18時
（日曜・祝日、年末年始
は休み） 

 621-1171

MORIOKA
WORK
STYLE

vol.2

ジョブカフェいわて

休みの日は、お客さまか
らお薦めされたお店に出
掛けたりしています。

ガス器具の修理や点検、
調査をしています！

就職  豆  知識

里親ってなぁに

▶養育里親:子どもが家庭に戻れる、または自
立するまでの期間、養育する
▶専門里親:養育里親のうち、虐待や非行、障
がいなどの理由により専門的な援助を必要と
する子どもを養育する
▶養子縁組里親:養子縁組を前提とし、子ども
を養育する
▶親族里親:両親などが死亡や行方不明、入院、
疾患などにより養育できないときに、祖父母な
どの扶養義務のある親族が子どもを養育する

　虐待や親の病気など、さまざまな理由から家
庭で生活することができない子どもたちがいま
す。そのような子どもを自分の家庭に迎え入れ、
温かい愛情と正しい理解をもって養育する人の
ことを「里親」といいます。里親制度についてお
知らせします。
【問】子ども家庭総合支援センター☎601-2414

Ｑ　里親になるための資格は
必要ですか？

Ａ　所定の研修を受けるなど一
定の要件※を満たしていれば、特
別な資格は必要ありません。欠
かせないのは、子どもの養育に
対する理解と熱意、そして子ども
への豊かな愛情です。※里親の
種類により要件が異なります

Ｑ　子どもの養育費は誰が負
担するのですか？

Ａ　子どもの年齢や状況に応
じて、生活費や教育費など一定
額の経費が公費で支給されま
す。また、養育里親と専門里親
には、里親手
当も支 給 さ
れます。

Ｑ　疑問や悩みを相談・共有
できる場所はありますか？

 2月27日㈬13時～15時
 プラザおでって（中ノ橋通一)
 県福祉総合相談センター女性

相談課☎629-9608

Ａ　里親が安心できるよう、
里親専門の相談員などが電話
や訪問により話を聞き、一緒
に解決方法を考えます。また、
里親の会による交流活動もあ
ります。

里親説明会を開催しますので、
ぜひご参加ください。

里親制度の説明を受け、里親に
ついて理解した後、家族同意の
上で研修受講（親族里親は免除)

❶ 相談・研修
児童相談所の担当職員が家
庭訪問し、受け入れの環境な
どを調査

❷ 申請・調査

児童福祉審議会などでの審議
を経て里親として認定される
と、里親名簿に登録

❸ 審査・登録
養育里親・養子縁組里親は5
年、専門里親は2年ごとに更
新研修を受講

❹ 更新

　全ての子どもたちが、温かい家庭で、愛されながら育つことが大切です。子ども
のために何かをしたいと望むあなたへ。子どもの受け入れは、数日の短期間から
でも大丈夫です。子どもたちの力になってもらえませんか。

里親説明会

 一度覚えれば一生モノ！　
“識別表示マーク”で楽々リサイクル♪

ごみの減量と再利用について、役立つ情報をお知らせ！

３Ｒマイスターへの道

【問】資源循環推進課
　　　☎626-3733

今月の
テーマ

　誰もが簡単に分別できるよう、材質や成分など分
別回収に必要な事項を表示しているのが識別表示マ
ークです。何についている識別マークかな？　①～③
とア～ウを線で結んでみてね！

皆さんが家庭や地域で独自に工夫し
ているごみ減量・リサイクルのための
取り組みを教えてください。応募した
人にもれなく「めぐるちゃんオリジナ
ルグッズ」をプレゼントします。

応募はこちらから

プラマークは、商品を
包む「プラスチック」
製容器包装に付いて
るよ！　「プラ製品」に
は付いてないんだ。

①

②

③

ア

イ

ウ

アルミ缶・スチール缶

ペットボトル

プラスチック製容器包装 これらのマークは、リサイクル
できる容器のしるしです。どこ
についているか探してみてね♪

・

・

・

・

・

・

答え：①…イ，②…ア，③…ウ

教えて！ もりおかエコ自慢

例①：自宅内にごみの分別スペースを作っ
たら、子どもも分別できるようになった。
例②：ごみ収集場所の脇に花
壇を作ったら、ごみ捨てマナー
が向上した。

１ 里親の種類

コミスポクラブ東厨川

幅広い世代を対象とした、充実プログラム

　同クラブは、松園地区で活動
16年目を迎えました。子育て支
援から、小学生を中心としたジ
ュニアスポーツ教室、高齢者を
対象とした介護予防教室まで、
さまざまな世代を対象にした28
の教室・サークルを企画・運営。

Let's enjoy Let's sports!!
VOL.５

　市は総合型地域スポーツクラブの活動を支援しています。シリーズ第
5回は「まつぞのスポーツクラブ」を紹介します。

【問】スポーツ推進課☎603-8013

まつぞのスポーツクラブ

約300人の会員とともに生涯ス
ポーツの推進に努めています。
会員以外の人でも楽しめる教室
も多数あります。詳しくは、同ク
ラブ事務局☎663-9280へお問
い合わせください。

いきいきスポーツ倶楽部の様子

教室名 日時 参加料
ママとベビーのハッピー
タイム

月4回、水曜、13時15分
~14時半 月4000円

社交ダンス教室 毎週水曜、13時半~15時 月2500円（会員2000円)
いきいきスポーツ倶楽部 毎週木曜、13時半~15時 1回500円（会員300円)

表　教室・サークルの一例
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志
家
大
駐
車
場

岩手公園
地下駐車場

ダイヤパーク
内丸医大通り

金田一駐車場

マルフジ
内丸駐車場

かほく有料
駐車場

藤原有料駐車場

オレンジパーキング

盛岡城跡公園
地下駐車場

中央パーキング神明町
盛岡駐車場

志
家
大
駐
車
場

中
津
川

県庁銀行

県
民
会
館

平金商店駐車場
（肴町商店街第三駐車場）

市役所
肴町分庁舎

市役所
若園町分庁舎

市総合福祉
センター

市勤労
福祉会館

上の橋

与の字橋

中の橋

市保健所

城南小

旧盛岡バス
センター所在地

プラザ
　おでって

デパート

ダイヤパーク
紺屋町３

中ノ橋
パーキング

市役所
内丸分庁舎

市役所
本庁舎

　これからの時期、内丸の市役所裏の駐車場は、市・県民税
の申告や住所異動の手続きなどで大変混み合います。市役所
に車でお越しの際は、市指定駐車場（地図中の ）を利用
すると、混雑が少なくて便利です。市役所の用務先に駐車券
を持参し、確認印と所定時間分の「無料券」の交付を受けて
ください。
　身体障がい者用駐車場は、市役所本館正面に設けています
のでご利用ください。

 管財課☎626-7507
 1011846

市役所が混み合う時期に便利

  市指定駐車場
３ 里親になる手続き

２ 里親Ｑ&Ａ

ジュニアサッカー教室の様子


