～
頼もしいな

よし こ

な

新社会人の
皆さんに聞きました
in
もりおか地域
新社会人合同歓迎会

なおゆき

川崎尚幸さん（24）
＝㈱齊藤興業＝

人と接するときのマナー
に気を配ります！

こ ぐれのぶ

し お わ き じゅん ぺ い

小暮会長に誓いの言葉を述べる塩脇さん

真剣な表情で話を聞く参加者

か

な

こ

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

▲

表 希望郷いわて大会リハーサル大会の日程一覧（６月に市内で開催されるもの）
競技
開催日
会場
水泳（身・知・精）
６/４㈯
市総合プール（本宮五）
フライングディスク（身・知・精）
６/４㈯
県営運動公園（みたけ一）
ビッグハウス・スーパーレーン
ボウリング（知・精）
６/４㈯
（津志田町一）
グランドソフトボール（身）
６/５㈰
県営運動公園（みたけ一）
サッカー（知）
６/11㈯～12㈰ いわぎんスタジアム（永井８）
※身：身体障がい者が出場できる競技 知：知的障がい者が出場できる競技
精：精神障がい者が出場できる競技
※開催時間は同実行委員会ホームページに掲載します
フライングディスクは

投てきの正確さや
飛距離を競います

は
フトボール
グランドソ
音を頼りにプレーする競技です

●宅建試験資格取得講習会
受講生募集
日時 ５月６日～９月23日、毎週金曜、
全20回、18時半～20時半 場所 上田
公民館（上田四） 内容 民法中心の講
義。初回は説明会 費用 １万4000円 問
佐藤さん☎090-1068-9558
●ホスピスセミナー
日時 ５月７日㈯13時30分～15時 場所
市総合福祉センター（若園町） 内容 岩
手医科大の木村祐輔教授が緩和ケア
医療について講演 費用 無料 問 岩手ホ
スピスの会☎090-2604-7918
●いわてブリティッシュブラスバンド
プロムナードコンサート
日時 ５月８日㈰14時～ 場所 プラザお
でって（中ノ橋通一） 内容 英国式ブラ
ゆうすけ

広

30

たつ や

鈴木達也選手
ポジション：ＤＦ
背番号：24
埼玉県出身

応援よろ
し
く
お願いします
！
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市民サークルの会員募集や催事情報など

か

こうへい

土井康平選手
ポジション：ＧＫ
背番号：１
兵庫県出身

いち

告

同じく６月には、市内で希望郷い
わて国体の山岳（リード・ボルダリン
グ）や高等学校野球（硬式）のリハー
サル大会も開催されます。
ぜひ会場に足を運び、10月に迫っ
た希望郷いわて国体本大会、希望郷い
わて大会の盛り上がりを感じてくださ
い。詳しくは希望郷いわて国体・大会
盛岡市実行委員会ホームページをご覧
ください。
【問】同実行委員会事務局（国体推進
局内）☎603-8009

市民伝言板

かみかわあきひこ

神川明彦新監督の下、新しい戦
術にチャレンジし、これまでと違った姿
を見せ始めているグルージャ盛岡。その
戦いをぜひ、会場でご覧ください！

グルージャの５・６月のホームゲーム
【会場】いわぎんスタジアム（永井８）
節
開催日時
対戦相手
８ ５月８日㈰13時～ 鹿児島ユナイテッドＦＣ
10 ５月22日㈰13時～ Ｙ.Ｓ.Ｃ.Ｃ横浜
11 ５月29日㈰15時～ カターレ富山
13 ６月19日㈰13時～ 大分トリニータ
がん

広

障がい者スポーツの祭典

り

上野莉果さん（22）

＝㈱興和電設＝

載時点での予定です。

希望郷いわて大会リハーサル大会を開催！

障がい者スポーツの祭典「希望郷
いわて大会」。希望郷いわて国体本大
会の終了後に開催されます。その大会
への理解や関心を深め、本番への機運
を盛り上げるため、リハーサル大会が
６月４日、水泳競技などを皮切りにス
タートします。盛岡市では、水泳と、
フライングディスク、ボウリング、グ
ランドソフトボール、サッカーの５競
技を開催。障がいの種類や程度に合わ
せた独自のルールを設けるなど、競技
方法を工夫して行われます。

しょう ご

・佐々木 翔 悟さん
（18）
吉田亘映さん（20）

2015-16シーズンもたくさんの応援あり
がとうございました。岩手ビッグブルズは
５月からプレイオフに進出！ ５月14・15
日に有明コロシアムで開催される「ファイ
ナルズ」進出と悲願の優勝を目指して戦い
ます。皆さんもぜひ、熱い声援で後押しし
ましょう！ また、６月11日にキャラホー
ル（永井24）でブルズダンサーズによるダ
ンス公演を開催。試合会場で披露してい
るパフォーマンスやオリジナルダンスも
披露。詳しくは岩手ビッグブルズ公式ホ
ームページをご覧ください。

明治大から今年加入しました。初
めてのＪ３の舞台なので全試合ス
タメン出場を目標に、チームとし
て少しでも上位にいけるよう「一
岩」となって最後まで戦います！

コ
国体 .20
l
vo

のぶてる

同僚社員に負けない
ように頑張ります！

ラム

市保健所の入り口に
看板を掲げる谷藤市長
（右）と和田盛岡市医
師会長

子育て世代包括支援センターの開所式が４月１日、神明
町の市保健所で行われました。市保健所１階に設置された
同センターには、保健師や助産師、社会福祉士など子育て
期に欠かせない専門員５人を配置。母子健康手帳の交付や、
子育て世帯からの相談受付などを実施し、妊産婦から子育
て期まで、切れ目のないワンストップサービスを提供する
ことで、育児不安の軽減を図ります。谷藤裕明市長は「子
育て家庭が抱える悩みは多岐にわたる。新たな妊娠・出
産・子育て支援の拠点として、ぜひセンターを活用してほ
しい」と呼び掛けました。

岩手ビッグブルズ

グルージャ盛岡

＝白石食品工業㈱＝

いで
気遣
うに ます！
のよ
両親 を目指し
人
きる

子育て世代支援の拠点が開所

子育て世代包括支援センター
【開所時間】月曜～金曜、８時
半～17時半
【主な業務内容】
◆母子健康手帳の交付
◆妊娠・出産・子育てに関する
相談受付
◆妊婦世帯への訪問支援
◆地域子育て支援センター（市
内８カ所）などでの子育て相談
◆妊娠・出産・子育て期に受け
られる支援をまとめた「盛岡市
すこやか応援プラン」の配布
【問】同支援センター
☎613-2696

ほ だか

本堂穂陵さん（18）

＝㈱幸呼来Japan＝

先輩に
ど
ん
ど
ん
質問！
気付いたらすぐ
行動！

身近で利用しやすい窓口
を目指します

▲

やす き

奥口祥吉さん（18）

岩手・盛岡を地元にするプロスポーツチーム、サッカーのグルージャ
盛岡とバスケットボールの岩手ビッグブルズ。両チームの活躍を随時
紹介しています。【問】スポーツ推進課☎603-8013

試合を見てくれたサポーターの皆
さんを幸せな気持ちにさせるよう
なチームになりたいです。今シー
ズンの目標はリーグ７位以上とい
わて国体優勝、個人では失点を
以内に抑えることです！

川村香奈子さん（22）
＝川口印刷工業㈱＝

切れ目のない支援展開

身だしなみと時間
を大切にします！

仕事で地域に貢献
します！

ひと

SPORTS
Information

応援しよう！
盛岡の
ポーツ
プロス

取材

突撃

り

皆さん人柄が良いの
で、この会社で頑張り
ます！

盛岡地域雇用開発協会と盛岡公共職業安定所主催の「も
りおか地域新社会人合同歓迎会」が４月７日、盛岡駅前通
のホテルメトロポリタン盛岡で開かれました。同所管内の
70社で今春から働き始めた新入社員計244人が参加し、
社会人としての心構えを新たにしました。同協会の小暮信
人会長は「素直、感謝、感動の３つの心を大切に、若さと
情熱、行動力を持って素晴らしいスタートを切ってほし
い」と激励。参加者を代表して盛岡ガス㈱の塩脇順平さん
は「地域社会の発展と復興推進に貢献し、信頼してもらえ
る社会人になるため精進する」と誓いました。

ま

MORIOKA

・大巻佳子さん
（18）
松浦真理奈さん（18）
＝㈱白鳩盛岡工場＝

＝盛岡ターミナルビル㈱＝

ての
人とし
新社会
！
教えて
抱負を

新社会人244人が合同歓迎会

切に、
素直さを大
人へ！
信頼される

りゅう の す け

八重樫龍之介さん（21）

受付に笑顔であいさつ
する岩手県北自動車㈱
の新入社員ら

「地域の力に」
貢献誓う

新しいこ
とを吸
収
！
初任給で
両親へご
ち
そうした
いです！

社会人の先輩として「失敗を恐
れず挑戦して」と助言する白石
食品工業㈱の岩城里瀬さん

仕事や地域の活動
で盛岡を活性化！

記念品を受け取る㈱
ミクニ盛岡事業所の
藤田大輝さん（右）

＝㈱小山田工業所＝

スバンドによるコンサート 費用 無料 問
三浦さん☎070-5477-4481
●日中文化交流講座中国語教室
日時 ５月18日～７月６日、
水曜、全８回、
９
時半～11時半 場所 アイーナ（盛岡駅西
通一）内容 初級と中級に分かれて中国
語の基礎や日常会話を学ぶ 費用 3500
円 問 川上さん☎090-2028-8817
●杖道体験会
日時 ５月18日㈬10時～12時 場所 市立
武道館（住吉町） 費用 無料 問 石田さ
ん☎624-2940
●コーチング体験講座
日時 ５月19日㈭18時20分～21時20
分 場所 アイーナ（盛岡駅西通一） 内容
テーマ：「パラダイム」～行動する自分
を創るために知っておくこと 定員 80人
費用 5000円 問 コミュニケーショント
レーニング盛岡☎080-2826-3571
●市民の自然写真作品展
日時 ５月20日㈮～22日㈰、10時～19
時※22日は15時まで 場所 上田公民館
（上田四） 内容 自然をテーマにした
写真展※作品の応募についてはお問
い合わせください 費用 無料 問 白 藤 さ
ん☎651-1760
●初級登山教室
日時 ５月22日～６月19日の主に日曜、
じょうど う

しら ふじ

全４回。初回は９時～17時 場所・内容
初回は西部公民館（南青山町）で基
本講習。その後は鞍掛山などを登る
定員 30人 費用 50 0 0円 申し込み ５月６
日㈮～18日㈬、盛岡山友会ファクス
635-6766で先着順に受け付け。住所
と名前、年齢、性別、電話番号を記入
問 福山さん☎697-4168
●グーテン・ライエ吹奏楽団
定期演奏会
日時 ５月29日㈰14時～ 場所 キャラホ
ール（永井24） 費用 無料 問 同吹奏楽
団事務局☎080-3336-2910
●子育て学習講座
日時 ６月１日から毎週水曜、全８回、
９
時半～12時 場所 アイーナ（盛岡駅西通
一） 内容 アドラー心理学に基づく子育
てなどを学ぶ 定員 11人 費用 ２万円 問
樋沢さん☎090-2024-6766
●フォークダンス初心者講習会
日時 ６月２日～23日、毎週木曜、全４
回、18時45分～20時50分 場所 上田
公民館（上田四） 費用 1000円 問 立林
さん☎637-0780
●條声会コンサート
日時 ６月５日㈰14時15分～ 場所 県民
会館（内丸） 費用 無料 問 大石さん☎
662-0056
といさわ

じょうせ い

●都南婦人バドミントンクラブ
会員募集
日時 毎週月・木曜、10時～12時 場所
都南体育館（津志田14） 費用 ３カ月
3000円 問 鈴木さん☎638-5683
●中国語講座中級会員募集
日時 毎週火曜、
10時～12時 場所 アイー
ナ（盛岡駅西通一） 内容 中国文学の
鑑賞や日常会話を学ぶ 定員 ３人 費用 月
2000円 問 狩野さん☎618-5801
●女子剣道みやび会会員募集
日時 毎週火・金曜、
10時～12時 場所 市立
武道館（住吉町）か県営武道館（みたけ
三）費用 月会費1500円、年会費2000
円 問 小野寺さん☎090-6450-5815
●絵手紙サークルもみじ会会員募集
日時 毎月第１
・３水曜、13時半～15時
半 場所 サンライフ盛岡（仙北二） 費用
月2500円 問 花田さん☎623-6052
●ハーモニカアンサンブル盛岡
会員募集
日時 毎週金曜、10時～15時 場所 上田
公民館（上田四） 費用 月4000円※講
師あり 問 植村さん☎090-2883-5043
●盛岡演劇鑑賞会会員募集
日時・内容 ６・８・12月に月１回演劇を鑑
賞 費用 入会金2000円、月会費2499
円 問 盛岡演劇鑑賞会☎622-5073
か のう

告
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