▼国体本番でも使わ
れるトーチに火種を
移してリレー

市消防団員に
聞きました
in
市消防演習
（４月29日）

しん や

立花慎也さん

市消防演習
の様子
▲

大阪府出身。米国
ブラウン大卒業。
平成５年から平
成28年3月まで
の23年間ＮＨＫ
「クローズアップ
現代」のキャスタ
ーを担当。また平成７年橋田壽賀子賞、平成
10年放送ウーマン賞、平成23年度日本記者
クラブ賞など数々の賞を受賞

平成28年全国広報コンクール
（日本広報協会主催）１枚写真の部
で、広報もりおか平成27年９月１
日号の表紙写真が１席（２位相当）
に入選しました。
写真は、盛岡の夏を彩る「さんさ
踊り」に出場した「岩手県立大学さ
んさ踊りチーム」を撮影したもの。
笑顔ではつらつとした様子からは、
今にも太鼓の音色と「サッコラチョ
イワヤッセー」の掛け声が聞こえて
きそうです。同コンクールでの入選
は平成26年以来。これからも、よ
り親しまれ、読みやすい広報紙作り
に取り組みます。【問】広聴広報課
☎613-8369

▲

国谷裕子さん

広報もりおかの写真

みなさん、ぜひ
ご参加ください！

―

◆職場に活気…働き方の多様化が進み、
働きやすい職場環境になることによ
り、個人が能力を発揮できる
◆家庭生活の充実…男性の家庭への参
画が進むことにより、男女とも仕事
と家庭を両立し、子育てや教育、介
護などに参加することができる
◆地域力の向上…主体的に地域活動や
ボランティアなどに参画することによ
り、地域でのつながりが強化される

■講演会
【日時】６月26日㈰13時半～15時
【場所】プラザおでって（中ノ橋通一）
くに や ひろ こ
【内容】キャスターの国谷裕子さんが「女
性が活躍できる社会をめざして」と題して
講演
【定員】150人
【申し込み】６月６日㈪10時から、もり
おか女性センターで電話またはファクス
050-2013-4750で先着順に受け付け
【託児】６カ月～未就学児を先着５人ま
で。子ども１人につき500円。６月16日
㈭17時までに、電話予約してください

全国広報コンクールで１席入選

男性も女性も活躍できる社会を目指して

男女共同参画社会とは？
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まさゆき

村田昌之さん

消火器体験
コーナー

桜の下で乾杯

■パネル展示・ビデオ上映
【日時】６月22日㈬～28日㈫
９時～21時（最終日は15時まで）
【場所】プラザおでって（中ノ橋通一）
【内容】男女共同参画社会基本法について
のパネル展示やＮＨＫで放送された「課外
授業ようこそ先輩―女らしさ男らしさって
た じまよう
な～に？」（出演：元法政大教授の田嶋陽
こ
子さん）のビデオ上映など

国体を応援するぞ
！ おー！

みんなで食べると
おいしいね

か

性別に関わりなく、全ての人が個性と能力を十分に発
揮できる社会の実現のため、男女共同参画について考え
てみませんか。
もりおか女性センターは、６月23日～29日の男女共
同参画週間に合わせて次のイベントを開催。いずれも入
場無料です。【問】同センター☎604-3303

告

内丸など中心市街地担当
の第７分団に所属する

日頃の訓練の
成果を披露

東厨川地区さくらまつり（東厨川地区福祉推進会主催）
が４月23日、前九年公園（前九年三）で開かれました。
東厨川地区の住民のつながりを深めようと始まり、３回目
となる今年は、希望郷いわて国体・いわて大会で使用する
「盛岡市の炬火」のための火おこしイベントも同時開催さ
れました。地区内の小・中学生が慣れない手つきながらも
懸命に火種を作り、トーチリレー。最後は東厨川地区の火
として一つにまとめました。その後は、バケツを使った恒
例のジンギスカンに舌鼓を打ちながら、大人も子どもも満
開の桜を満喫しました。

男女共同参画週間もりおか展2016
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消防ポンプ車による一斉放水

東厨川地区さくらまつり開催
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もりおか今昔物語

の
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地域で国体盛り上げる
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市民伝言板
市民サークルの会員募集や催事情報など
を無料で掲載するコーナーです。掲載は
先着順です。掲載方法など詳しくは、広
聴広報課へどうぞ。なお、場所などは掲
載時点での予定です。

●ウオークラリー大会inもりおか
日時 ６月５日㈰10時～13時 場所 集合
は盛岡劇場（松尾町） 内容 ウオークラ
リーを楽しみながら臓器移植医療に
関する理解を深める 費用 無料 申し込み
６月４日㈯まで岩手県レクリエーショ
ン協会☎647-7413で電話受け付け
●講演会「身近な遺伝のお話」
日時 ６月12日㈰13時～14時半 場所 北
ホテル（内丸） 費用 200円 申し込み ６
月８日㈬まで 桜 蔭 会 の小 林さん☎
080-6651-1947で電話受け付け
●講演会「発芽玄米の魅力」
日時 ６月19日㈰15時～17時 場所 プラザ
おでって
（中ノ橋通一）内容 発芽玄米が
健康に及ぼす効果などについて 費用 前

広

生まれは繫ですが、育ちは上ノ橋町の
中津川近く。もちろん中津川が遊び場で
した。大雨の後、流れてきた角材でいか
だを作って川下りをしたり、手作りの水
中ピストルや置き針でへざっこ（ウグ
イ）や天然のウナギなどを捕まえたもの
です。
今は「川遊びは危ない」といわれがち
ですが、川がプール代わりだった私たち
としては、今の子どもたちにももっと川
で遊んでほしいですね。そのためには川
が安全できれいな場所でなくてはなりま
せん。中津川も昔のように中州を取り払
い、樹木をきちんと整備すれば氾濫しに
くくなり、自然にいろいろな生物が集ま

こ し

ど

く に

お

越戸國雄さん（70）＝山岸一＝
る川になると思います。
数年前から子どもたちに川遊びを教え
ていますが、カジカ網の使い方やいかだ
に乗るこつを教えると夢中になって遊び
ますよ。川と親しめる場をつくるため、
これからも私が遊んでいた頃の中津川に
近づけられるよう活動していきます。
次回は、越戸さんが紹介する人が登場します。

国体に向けた施設整備

今秋開催の希望郷いわて国体に向
け、市内競技会場の施設整備を急ピ
ッチで進めています。テニス競技の
会場である太田テニスコート（上太
田穴口）は全16面の人工芝を張り
替え、うち２面を屋内化し、昨年度
から利用を開始しています。本年度
は、山岳競技会場の県営運動公園
（みたけ一）に仮設のボルダリング

おう いん かい

中津川は誰もが川辺に
行ける身近な場所

▼マイギリを使って
火種を作ります

取材

突撃

会場を設置したほか、水泳競技会場
の市総合プール（本宮五）の飛び込
みプールに仮設の屋根を設置し屋内
化する予定です。
競技会場に来場する際は、ぜひ、
新たに整備・建設した施設にもご注
目ください。
【問】同実行委員会事務局（国体推
進局内）☎603-8009

売り1200円、
当日1500円※講演後の食
事懇親会（17時～）
は2300円 申し込み
食事懇親会は６月16日㈭まで発芽玄米
の会の熊谷さん☎090-3754-1043で
電話受け付け
●盛岡コメット混声合唱団演奏会
～松田晃追悼演奏～
日時 ６月25日㈯13時半～ 場所 県民会
館（内丸） 費用 前売り1500円、当日
2000円。高校生以下無料 問 駒木さ
ん☎652-3455
●傾聴ボランティア養成講座
日時 ７月７日㈭・13日㈬・20日㈬・25日
㈪、
９月６日㈫・12日㈪、
各回10時～16時
※体験実習別途 場所 市総合福祉センタ
ー（若園町） 定員 3 0人 費用 3 0 0 0円
申し込み 往復はがきに住所と名前、
性別、
年齢、
電話番号を記入し、
〠020-0831
三本柳4-14-2、
傾聴ボランティアもりお
か藤原一高さんへ。
６月17日㈮消印有
効。定員を超えた場合は抽選 問 藤原さ
ん☎090-2983-5624
●夏の夜のこわーいおはなし会
日時 ７月15日㈮19時～20時 場所 中屋
敷自治公民館（中屋敷町） 対象 小学
あきら

かず たか

ボルダリング会場

水泳（飛び込み）会場※イメージ

生以上 費用 無料 問 うすゆきそう文庫
の澤口さん☎643-7197
●遊楽ジュニアソフトテニスクラブ
二期生 募集
日時 毎週日曜、19時～21時 場所 市屋
内ゲートボール場（前九年三） 対象 中
学 生 費用 無 料 問 横 畑さん ☎ 0 8 0 8224-0014
●ヨーガ花陽会会員募集
日時 主に毎週火曜、13時～14時 場所
中央公民館（愛宕町） 内容 ヨーガで心
身ともにリフレッシュ 費用 月3000円
（体験は無料） 問 八 幡 さん☎090 2275-5548
●松園ピラティスクラブ会員募集
日時 毎月第１～第４火曜、10時半～11
時15分 場所 松園地区公民館別館（東
松園二） 内容 凝りやゆがみを整え体
幹を鍛える 費用 月20 0 0円、年会費
1000円（体験は１回500円） 問 大橋
さん☎681-7751
●和紙ちぎり絵しゅんこう「にじクラ
ス初心者コース」募集
日時 毎月第４水曜、
10時～12時 場所 アイ
ーナ（盛岡駅西通一）内容 手すき和紙
か ようかい

や

はた

テニス会場（屋内コート）

をちぎり、花や風景を張る 費用 材料費
実費 問 吉田さん☎090-9039-3813
●油絵絵画教室会員募集
日時 第２・第４木曜、13時半～16時
場所 中 央 公 民 館（ 愛 宕 町 ） 費用 月
2000円 問 猪股さん☎638-1223
●茶道サークル「茶々」会員募集
日時 毎月第１・第２・第３金曜、
９時～
12時 場所 中央公民館（愛宕町） 内容
表千家茶道一般 対象 茶道を気軽に楽
しみたい人 費用 月3000円 問 佐藤さん
☎623-5898
●テニスサークルジャスミン会員募集
日時 毎週金曜、10時～12時 場所 ４月
～11月は県営運動公園（みたけ一）。
12月～３月は盛岡体育館（上田三）ほ
か 費用 月3000円 問 西崎さん☎0906789-6005
●ガチョウ倶楽部会員募集
日時 主に毎月第１・第２金曜、18時半
～20時半 場所 河南公民館（松尾町）
内容 オカリナを練習し、グループホー
ム訪問などで披露 費用 入会金1000
円 、年 会 費 5 0 0 0 円 問 上 野さん☎
090-7669-8208
いのまた

告
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