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上映する作品

もりおか
   映画祭2020

【①②の申し込み方法】
　はがきに希望する映画名と住所、名前、電話番号を記入し、〠
020-8530（住所不要）市役所経済企画課内、もりおか映画祭実行委
員会事務局へ郵送。ファクス622-6211と市公式ホームページ応募フ
ォームでも受け付けます。２月５日㈬必着。定員を超えた場合は抽選。

表１　上映する作品など
映画名 会場

友好都市文京区記録映像 ◆
リリオ（大通一）山懐に抱かれて ◆①

そして、生きる ◆②
３月のライオン（前編） 中央映画劇場（大通一）３月のライオン（後編）
秘密 THE TOP SECRET 盛岡ピカデリー（中央通一）
るろうに剣心 フォーラム盛岡（大通二）

　同映画祭公式ガイドブックを持参すると、
映画館で特定の作品が500円で鑑賞できます。

 ２月15日㈯・16日㈰

◆L
ラ ッ キ ー

ucky ２D
デ イ ズ

ays

　２月14日㈮～16日㈰の３日間を中心に、「もりお
か映画祭2020」を開催します。

 経済企画課内、もりおか映画祭実行委員会事務局
☎613-8389　  1029586

２月１日㈯から公式ガ
イドブックを市内映画
館などで配布予定！

　盛岡にゆかりがある作品などを表１のとおり上映します。
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他にもイベントが盛りだくさん！
　同映画祭に関連したイベントが他にも開催されます。各イベン
トの内容や応募方法、対象となる映画などについて詳しくは、公
式ガイドブックか市公式ホームページをご覧ください。

◆啓発教室

◆分別説明会

大友啓
け い

史
し

監督による「影裏」の舞台挨拶も！
　「影裏」の劇場公開を記念し、大友監督が舞台挨拶をしま
す。日時など詳しくは、決まり次第、映画「影裏」または市
の公式ホームページ、市公式ＳＮＳなどでお知らせします！

　協賛店で今年１月１日以降に鑑賞した映画チケットの半券を提示
すると、盛岡の地カクテル「I

イ ナ ゾ ー

NAZO」が提供されるなどさまざま
なサービスをうけられます。　  ２月14日㈮～３月15日㈰

◆シネマチケットサービス

　カワトク（菜園一）とクロステラス盛岡（大通三）、フェザン
（盛岡駅前通）の３会場で映画のポスター展示や「影裏」のパネ
ル展を開催します。　  ２月11日㈫～２月16日㈰

◆シネマポスターギャラリー

　市内各映画館で映画を鑑賞し、スタンプを集めて応募すると抽
選ですてきな景品をプレゼント！

 ２月11日㈫～３月15日㈰

◆シネマスタンプラリー
子ども向けに！

少人数でもＯＫ

 前売り800円、当日1000円。前売り券は各映画館やプラザおでって
（中ノ橋通一）などで販売中※ただし、◆は無料

 ①と②は事前申し込みが必要

■会社に入ったきっかけは？
　就職活動をし始めた頃、食品関係の仕事をしたいと漠
然と考えていました。そんなとき、「つなぐビール」と
いうベアレンの立ち上げから今に至る内容の本を読み、
常に成長するために学び、お客さんとの近い距離を大切
にする会社の姿勢に心を打たれました。
■仕事の内容とやりがいを教えてください
　私の仕事は、商品の販売と、ビールを醸造している工

場の見学案内です。人と話すの
が好きなので、お客さんと直接
話す機会が多いこの仕事がとて
も楽しいです。ビールに詳しい
人に、ビール酵母の種類など専

門的なことを質問されることもあり、日々勉強していま
す。覚えた知識でお客さんに納得してもらえたときは、
努力が報われたような気持ちになります。仕事をしてい
てうれしいと思える瞬間の一つですね。
■後輩に向けてアドバイスを！
　就職活動をしていた時、しっくりくる業種がなく、
妥協しそうになった時期がありました。そこで本当に
これでいいのかと自分に問いかけ、粘り強く企業研究を
続けた結果、「つなぐビール」という本と出会い、この
会社を見つけることができました。諦めずに探し続けれ
ば、働きたいと思える会社にいつかは巡り合えると思い
ます。自分が納得できるまで、企業のリサーチをしても
らいたいですね。

　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！　  経済企画課☎613-8298

株式会社ベアレン醸造所　
マーケティングチーム　直販担当  
　菊地　香

か

帆
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さん（21）
　（奥州市出身）
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ベアレンビールは、盛岡で
生まれた地ビール。オスス
メはシュバルツです！　
ぜひお試しください！

　複数の企業が参加するの
で、１日で多くの企業の情報
を収集することができます。
知らなかった企業や業界のこ
となど、新たな発見があるか
もしれません。

合同企業説明会
就職  豆  知識

　昨年は盛岡広域の100社が参加！

 もりおか就職ガイダンス
 ３月９日㈪13時～16時
 ホテルメトロポリタン盛岡

N
ニ ュ ー

EW W
ウ ィ ン グ

ING（盛岡駅前北通）
 来年3月に大学、短大などを

卒業する学生やおおむね35歳
未満の求職者

 ごみと資源について学んでみませんか？

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

 資源循環推進課

今月の
テーマ

　「ごみの分け方・出し方が難しい」「分別した資源はどんなものにリサイ
クルされるの？」といったごみと資源への困りごとや、疑問の解決を市がお
手伝いします！

　　　☎626-3733

　紙芝居やゲームで楽しく資源と
ごみについて学べます。家庭から出
るごみがおもちゃに変身するエコ工
作が子どもたちに大人気！　子ど
も会の行事にいかがでしょうか。

　「これは何の日に出すごみ？」「分
別のコツを知りたい」といったごみ
の分け方や出し方への疑問を分かり
やすく解説。休日や夜間の開催もご
相談ください。

どちらも準備が必要なのは会場だけ！　参加者の年齢や希望する内容
に合わせて、開催しています。詳しくは同課へお問い合わせください

制度を知る 第５回
 子ども家庭総合支援センター☎601-2414

里親
家庭
の新しい

カタチ

　「里親」って聞いたことがあるけれど、自分には関わりがない。そう思う人
が多いのではないでしょうか。親と暮らせない全ての子どもたちが、家庭で
温かい生活を送ることができるよう、あなたの力が必要です。今回は、里親
の子育て支援に携わる、児童養護施設和光学園（青山一）の里親支援専門
相談員である斎藤あずささん（33）に話を聞きました。

　里親支援専門相談員は、平成24年
から里親委託の推進と里親支援の充
実のために任命され、今では県内全て
の乳児院・児童養護施設に配置され
ています。里親の皆さんの悩みや不
安に耳を傾け、相談に乗ったり、子育
てについてのサロンを開いたりと、里
親の子育てを専門的な視点からサポ
ートしています。
　岩手県は里親会や施設での交流会
を通じて里親同士の横のつながりが
しっかりしていましたが、それでも里
親ならではのちょっとした悩みを話せ
る場が少ない状態でした。今はママ
友のように気軽におしゃべり出来る
相談員が、里親の精神的な負担を軽
減する存在にもなっていると感じて
います。そして何よりも、里親だけで

子どもを抱え込まず、子どもを中心と
したチームで子育てをしていると思っ
てもらうことが重要だと考えています。
　今後は子どものた
めの里親制度を広く
知ってもらえるよう
活動の幅を広げなが
ら、里親に寄り添っ
たサポートを続けて
いきたいです。

里親と同じ目線で寄り添える存在でありたい

●里親制度説明会
　里親制度の説明や体験談など。詳しく
は県公式ホームページをご覧ください。

 ２月11日㈫13時半～16時
 アイーナ803会議室

（盛岡駅西通一）　
 県福祉総合相談センター

里親担当☎629-9608

VOL.16

　猪去地区を中心に、農作物に被害を与える
鳥獣を減らすことで農業を守る活動をしてい
ます。神奈川県出身で、大学では農業を専
攻。東日本大震災のボランティアで岩手を訪
れたときに自然の豊かさに触れ、岩手の農業
に可能性を感じました。その後、自分に何が
できるかと考えたときに、もともと関心があ
った狩猟を通して、年々増加している鳥獣に
よる農作物への被害対策にアプローチできる
のではと思い、地域おこし協力隊に応募し、
昨年６月に着任しました。
　狩猟は一見、日常生活とは関係ないと思う
かもしれませんが、そんなことはありませ
ん。市内ではシカやクマが畑を荒らし、カラ
スがごみを漁るなど日常生活への影響が増し
ています。そんな鳥獣を駆除しているのが、
猟友会に所属している人たちです。このよう
に日常生活からは見えないところで活躍して
いる人たちが身近にいることを広めていきた
いです。
　私自身は、市内の鳥獣被害対策に役立てる

ため、田畑に残された痕跡から野生鳥獣の特
定の仕方などを現場で学んでいます。また、
９月には狩猟免許を取得し、罠などを使った
実際の狩猟もできるようになりました。今
後、さらに野生鳥獣に関する知識や経験を蓄
え、市民の皆さんに広く伝えていきたいと考
えています。
　また、今まで活動してきて、狩猟に関わる
人材が少ないことや、猟友会メンバーの高齢
化に危機感を持ちました。そこで、長く携わ
ってくれそうな若い人材を確保するために、
岩手大の学生に狩猟サークルを立ち上げても
らうように働きかけています。猟友会のメン
バーが講師を務める狩猟の方法を紹介するイ
ベントや狩猟のスキルアップにつながる研修
会に参加することで、若い人や女性も狩猟に
興味をもつようになることを期
待しています。今後も、若く
新しい人材が狩猟に関わりや
すくなる環境作りに取り組ん
でいきたいです。

地
域

お
こし

協力隊コラ

ム

もり探
た ん

盛岡をディープ
に探る

第15回

狩猟をより多くの人に広めたい！
～猟師を増やして農作物を守る～

　市の地域おこし協力隊員が、自身の活動状
況や地域で発見した盛岡の魅力などについて
語る本コラム。今回の担当は、伊藤将

ま さ

大
ひ ろ

隊員
です。　  農政課☎613-8457

獣用の罠

クマ用の罠


