おに こし そう ぜん

今年のチャグチャグ馬コは６月11日㈯、滝沢市の鬼 越 蒼 前

神社から盛岡八幡宮まで約13㌔のコースで開催されます。74
頭の馬コが参加。行進コースと通過予定時刻は図のとおりです。
【問】観光交流課☎613-8391

※詳しくは市公式ホームページでもお知らせしています チャグチャグ馬コ

図

馬コの行進コースと通過予定時刻
※行進コース周辺で大規模な交通規制を実
施しますので、ご協力をお願いします。
馬はデリケートな動物です。後ろに立た
ない、大きな音を出さないなど、マナー
を守りましょう
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チャグチャグ馬コ前

祝祭

【日時・場所】６月
５日㈰
①10時～12時、盛岡
駅前滝の広場
②13時～16時、イオ
ンモール盛岡（前潟
四）
【内容】チャグチャ
グ馬コの手踊りの披
露
や馬コ
との撮影会など
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大地震から命と財産を守るために―

費用の一部を補助します
木造住宅の耐震診断・改修

チャグチャグ馬コて

くてくツアー

【日時】６月11日㈯
11時半～14時
【 内 容】盛岡駅前滝
の広場から徒歩で移
動し、馬
具店やチャグチャグ馬コ
のパレードをガイドが
案内。
【定員】50人
【費用】1000円
【申し込み】６月３
日 ㈮ 10 時 か ら 、 盛 岡
観光コ
ンベンション協会☎
604-3305で先着順
に電話で
受け付け。同協会の
ホームページでも受
け
付けま
す。６月８日㈬16時
締め切り

チャグチャグ馬コふ

れあい催事

【日時】６月12日㈰
10時～15時
【場所】盛岡手づく
り村（繫字尾入野）
【内容】チャグチャグ
馬コとの記念撮影や触れ
合い
【問】同手づくり村
☎689-2201
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耐震診断への補助

ｉ

ｉ

花

11日はチャグチャグ馬
コもやってくる！
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製作体験コーナー

わんこきょうだい
「とふっち」によ
るプレゼント

ハンギングバスケットマス 【日時】12日㈰11時～【内容】「とふっち」とのゲームで勝った人
ターが製作した作品
に、会場に飾られたハンギングバスケットなどをプレゼント
国体推奨花の苗

安心・安全な旬の食材
がそろっています

料理教室
【時間】10時～11時半
【内容】市場が届ける安心・
安全な生鮮食材を使った料理を作る
【定員】30人【費用】1000円
【申し込み】はがきに住所と名前、年齢、電話番
号を記入し、〠020-8567（住所不要）盛岡市中
央卸売市場業務課へ郵送。ファクス614-1020で
も受け付けます。６月10日㈮必着。定員を超え
た場合は抽選

漏水の調査・発見に協力を
漏水調査って何をするの？
漏水調査は、市上下水道局の職員
と委託業者の調査員が、道路から宅
地内のメーター付近までの配水・給
水管を調べるものです。費用は無料
で、建物内には入りません。調査の
結果、漏水が発見されたときは、早
急に修繕工事を行う必要があります。
漏水していて調査時に不在の際は、
郵便受けなどに「漏水のお知らせ」
を投函しますので、水道維持課へ至
急ご連絡ください。修繕工事につい
て説明します。なお、この調査で物
品の販売をすることはありません。

昭和59年度から平成27年度まで
に都市景観賞を受賞した建築物な
ど170点を写真パネルで展示します。
入場無料。ぜひご覧ください。
マリオス展望室（盛岡駅西通二）
【日時】６月１日㈬～15日㈬
９時～18時
プラザおでって１階交流プラザ
（中ノ橋通一）
【日時】６月16日㈭～30日㈭
９時～19時
※16日は13時～

調査員は「漏水調査員」の腕章または
身分証明書を携帯しています。不審に
感じたときは証明書の提示を求めるか、
水道維持課へお問い合わせください

市は、貴重な水資源の有効利用と道路陥没などの二次災
害を防ぐため、年間を通して市内全域の漏水調査を実施し
ています。【問】上下水道局水道維持課☎623-1411

「これって漏水？」と思ったら
晴れていても道路がいつも濡れ
ている、きれいな水が側溝をいつ
も流れている―などの場合、地
下の水道管が漏水しているかもし
れません。
水道管の漏水は、水のにごりや
断水、道路の陥没・凍結などの原
因になるだけでなく、大きな事故
を引き起こす可能性もあります。
漏水が疑われたらすぐに、水道維
持課へご連絡ください。

▲

漏水が疑われる道路。晴れ
ているのに濡れています

▲
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【日時】12日㈰13時～。先着50人

市民の皆さんと市場関係者との情報交
流を兼ねた、水産物や青果物の販売

応募用紙
都南分庁舎２階の景観政策課と同１階の窓
口案内所、市役所本館１階の窓口案内所、

◆都市景観賞写真パネル展◆

漏水している水道管
の様子。矢印の漏水
箇所から水が吹き出
しています

日時や内容など
【日時】期間中【内容】愛好家が製作したハンギングバスケットと、
展示コーナー
市内の幼稚園・保育園児による希望郷いわて国体・大会をテーマにし
たハンギングバスケットの展示
来場者人気投票【日時】11日㈯10時～16時※投票した人全員に花
ハンギングバスケットコンテスト
の種をプレゼント。抽選でハンギングバスケット器材をプレゼント
表彰式【日時】12日㈰12時半～
フラワー＆ガーデニングマーケット 【日時】期間中【内容】花苗やハンギングバスケット器材などの販売
【日時】11日㈯、10時半～11時半と13時～14時
【内容】スリット型のハンギングバスケットを製 【申し込み】
ハンギングバスケット
作。作品は同フェアで展示後、持ち帰り可能（12 ６月６日㈪９時か
日15時以降）【定員】各15人【費用】各1000円 ら公園みどり課☎
【日時】12日㈰14時～15時【内容】新渡戸緑地 639-9057で先着
新渡戸緑地のハンギングバ
に飾る吊り下げ式のハンギングバスケットを製作 順に電話受け付け
スケット
【定員】24人【費用】無料
たねだんご（種を粘土や肥
【日時】期間中随時【費用】無料。当日会場へどうぞ
料などと混ぜたもの）
【日時】11日㈯14時半～15時半【内容】園芸家の井上まゆ美さんに
寄せ植えデモンストレーション
よる季節の花を使った寄せ植えの実演講習
【日時】12日㈰10時半～11時【場所】もりおか歴史文化館１階会議
花と緑の講演会
室（内丸）【内容】公園管理運営士の佐藤留美さんによる「花と緑の
まちづくり」をテーマにした講演

応募方法と結果発表

※募集戸数に満たない場合は11月まで募集を
継続。ただし、募集戸数に達し次第締め切り
ます

▲

同フェアの主なイベント
イベント

普段は関係者しか入ることができ
ない市中央卸売市場（羽場10）を
一般開放します。
【日時】６月18日㈯９時～12時
【費用】無料
【問】同市場業務課☎614-1000

▲

盛岡の街を彩るハンギングバスケットを楽しむイベン
トを、もりおか歴史文化館前（内丸）で開催します。
【日時】６月11日㈯10時～16時・12日㈰10時～15時
【問】公園みどり課☎639-9057

開放デー

▲

完成後おおむね５年以内の建築物や緑地、
工作物（これらを含む一団の地区を含む）
で次のいずれかに該当するもの
○一般に公開または開放されている
○暫定的なものではない
○周辺の地域に調和している
○自然景観に調和している
○歴史的景観を継承している
○その他、都市景観の形成に寄与している
○建築物と工作物については、敷地内に緑
地または広場などの空間を配置している

都南分庁舎２階の建築指導課と市役所本館
１階の窓口案内所、玉山総合事務所２階の
総務課、各支所に備え付けの申込用紙に
必要事項を記入し、必要書類を添えて〠
020-8532（住所不要）市役所建築指導課
へ郵送または持参。募集戸数を超えた場合
は抽選

市は、美しい街並みや周囲の環境に調和した魅力ある
景観を募集します。自薦、他薦を問いません。１人何点
でも応募できます。【問】景観政策課☎601-5541

玉山総合事務所１階の市民ホールのほか、
都市景観賞写真パネル展の会場に備え付け
ます。また、市公式ホームページからもダ
ウンロードできます
提出場所
推薦する建築物などの名称や所在地、推
薦理由などを応募用紙に記入し、〠0208532（住所不要）市役所景観政策課へ郵送
または持参してください。必要事項を記入
したはがきやファクス637-1919でも受け付
けます
締め切り
７月31日㈰消印有効。持参とファクスの場
合は７月29日㈮17時必着
発表・表彰
11月上旬に結果を発表予定。11月18日㈮
開催の第40回都市景観シンポジウムで表彰
します
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【募集期間】６月15日㈬９時～７月５日
㈫17時【対象】次の全てに該当する住宅
①平家または２階建ての木造住宅②昭和
56年５月31日以前の着工③在来軸組工法
または伝統的工法の一戸建て④自己の住宅
として使用している⑤耐震診断の結果、判
定値が1.0未満（倒壊の可能性がある）と
診断されたことがある【募集戸数】３戸
【補助額】耐震改修に必要な経費の２分の
１（上限61万7000円）

魅力ある景観を募集
応募要件

郷土芸能パレード
金属工業会館前（大通三）から御
田屋清水（大通一）までの区間で、
郷土芸能団体などがチャグチャグ
馬コの手踊りや盛岡さんさ踊りな
どを披露。11時45分出発

申し込み

耐震改修への補助

【募集期間】６月15日㈬９時～７月５日
㈫17時【対象】次の全てに該当する住宅
①平家または２階建ての木造住宅②昭和
56年５月31日以前の着工③在来軸組工法
または伝統的工法の一
戸建て【募集戸数】15
戸【補助額】診断費用
３万857円のうち２万
7772円を市が補助。
自己負担は3085円

28年度
都市景観賞

４月14日以降、熊本県や大分県を中心に発生し
甚大な被害をもたらした熊本地震。犠牲者の多くは、
建物の倒壊などによるもの。地震はいつどこで発生
するか分かりません。市は、地震に強いまちづくり
を推進するため、木造住宅の耐震診断・改修にかか
る費用の一部を補助します。【問】建築指導課☎
639-9054

▼

連

響く鈴の音、盛岡に初夏を告げる―

▼

チャグチャグ馬コ

関
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