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◆主な内容◆（平成28年５月１日号）
市民栄誉賞、ハンギングバスケット、つどいの森さくら祭り、
姫神山山開き、動物公園の催し、啄木祭、志波城イベントほか
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消費生活情報えぷろん、
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盛岡ライフストーリー、国体コラム
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最新情報は
動物公園の
ホームページで
チェックしてね！

およそ100種、800頭羽の動物が飼育されている盛岡市動
物公園（新庄字下八木田）は、週末を中心に豊富なイベント
を開催。今年はメスのアルパカ「モコ」ちゃんも仲間入りし、
愛らしい姿で私たちを出迎えてくれます。ゴール
デンウイークは大人も子どもも、いろいろな動物
を見て、触れてみてはいかがですか？ この触
れ合いの思い出は、きっと宝物になるでしょう。
（関連記事３ページ）

国体で優勝した２人に市民栄誉賞
たけひろ
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か

た たい ら

三ケ田泰良さん（明治大１年）
※受賞時は盛岡中央高３年

▲

※アルベールビルオリンピック金メダリスト

【日時】５月８日㈰11時～11時45分
【内容】アルパカに手渡しで餌をあげる
★申し込み不要。直接アルパカ舎前へお越しください

クマを探せ？発信器を追いかける
【日時】５月15日㈰13時半～14時半
【内容】ツキノワグマを保護するための奥山
放獣※について実演
※農作物や人身の被害防止のために捕獲したクマ
を再び山の奥深い所に放獣すること
★申し込み不要。直接クマ舎前へお越しください

啄木と短歌に親しむ
啄木生誕130年

盛岡市・玉山村合併10周年記念

2016啄木祭～母を背負ひて～
女優の渡辺えりさんが「私と啄木・賢治・光太郎」と題して
講演するほか、「啄木の母」をテーマに石川啄木記念館館長と
対談します。また、渋民小鼓笛隊の演奏と渋民中の群像劇、女
性コーラスグループ・コールすずらんの歌の披露も。石川啄木
記念館（渋民字渋民）ではお茶席も開催（10時～13時）します。

※いずれも植栽前に申請が必要です

高校生のための短歌セミナー
【日時】５月21日㈯14時～15時【場所】盛岡て
がみ館（中ノ橋通一）【内容】盛岡二高の菊池陽
先生が「啄木に憧れた大西民子と短歌の世界」に
ついて解説【対象】高校生・高校教員【定員】
50人【費用】無料【申し込み】５月９日㈪まで
ファクス604-3302で受け付け。定員を超えた場
合は抽選【問】同館☎604-3302
たみ こ

過去の啄木祭の様子。渋民小鼓笛隊の演奏

古代を体験し学ぼう
志波城古代学校

古代遊びでたのしもう
【日時】４月29日㈮～５月５日㈭
10時～16時
【場所】志波城古代公園
（上鹿妻五兵衛新田）
【内容】古代の人々も遊んだといわれる「投
げ壺」と「貝合わせ」のほか、火おこしやお
手玉、折り紙などを体験。未就学児でも保護
者と一緒に楽しめます
【費用】無料。当日、会場へどうぞ
【問】同公園☎658-1710
つぼ

トランプの神経衰弱の
ような「貝合わせ」

からも、
市はこれ
ふれるま
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【日時】５月３日㈫14時～14時半【場所】石川
啄木記念館（渋民字渋民）【内容】啄木の短歌
と人生について紙芝居で紹介【定員】先着20人
【費用】無料【問】同館☎683-2315

古代米栽培体験
【日時】５月15日、22日、７月24日、９月
22日、10月16日、主に日曜、全５回。９時
半～12時※３回目以降は予定
【場所】志波城古代公園
（上鹿妻五兵衛新田）
【内容】地元の農家の方を講師
に、古代米の田植えから脱穀ま
でを体験します
【対象】４歳以上。中学生以下
は保護者同伴
【定員】50人【費用】140円
【申し込み】往復はがきに参加者全員の住所
と名前、電話番号、年齢を記入し、〠0208532（住所不要）市役所歴史文化課へ。５
月９日㈪必着。定員を超えた場合は抽選
【問】同課☎639-9067

盛岡市文化財シリーズ新刊
「志波城跡と蝦夷」を販売
えみ し

市は、志波城跡と蝦夷と呼ばれた人
たちについて分かりやすく解説した入
門書を刊行しました。今から1200年
前の平安時代の盛岡や蝦夷の歴史、志
波城の発掘調査結果・保存整備、未来
についての新しい見解などが盛り込ま
れています。販売場所などについて詳
しくは歴史文化課☎639-9067へお問
い合わせください。
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【補助額】
樹木購入費×100分の45
（５万円が限度）

【問】石川啄木記念館☎683-2315

紙芝居「啄木の歌と生涯」

よう

市内プレイガイドや石川啄木記念館などで発売中。
整理券については同館へお問い合わせください

輪投げのようにつぼへ
矢を投げ入れる「投げ壺」
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自宅や店舗に飾っているハンギングバスケ
ットの写真を、市公式ホームページで紹介し
ます。
【対象】道路から見ることができる作品
【掲載期間】応募があった月の翌月５日～平
成29年５月31日
【応募期限】９月30日㈮17時
【応募方法】都南分庁舎２階の公園みどり課
や市役所本館１階の窓口案内所、各支所など
に備え付けの応募用紙に必要事項を記入し、
写真（２枚以内。データ可）を添えて、〠
020-8532（住所不要）市役所公園みどり課
へ郵送または持参。応募用紙は市公式ホーム
ページからもダウンロードできます

市は、道路（幅員４㍍以上または自
転車歩行者専用道）に面する住宅の敷
地内に、生け垣や樹木を植栽する場合、
樹木購入費の一部を補助します。
【受付期間】12月28日㈬まで
【補助対象】
生け垣：１㍍当たり２本以上で連続
して５㍍以上植栽する場合
樹木：道路境界から２㍍以内に、高
さ３㍍以上の樹木を植栽する場合

▲

作品の条件
壁掛け式。縦・横・奥行が
各90㌢以内
縦・横が各70㌢以内。容
器は１人で持ち運べるもの
壁 掛 け 式（ ペ ット ボ ト ル
可 ）。縦 ・ 横 ・ 奥 行 が 各
70㌢以内

市公式ホームページで紹介

樹木購入費の
一部を補助

▲

募集する作品の内容
募集区分
ハンギングバスケット部門
コンテスト参加作品
コンテナガーデン部門
コンテスト参加作品

写真
募集

アルパカに餌をあげよう

【日時】６月４日㈯13時半～16時
【場所】姫神ホール（渋民字鶴塚）
【費用】前売り1000円、当日1300円。中
学生以下無料（整理券が必要）※前売り券は、

【担当】公園みどり課☎639-9057
緑の
まちづくり
補助金

【日時】５月15日㈰８時半～
【場所】姫神山一本杉登山口
【内容】スズランの記念植栽や山の安全祈願。９時半頃に
登山開始。登頂先着1000人に記念手拭いをプレゼント
【問】産業振興課☎683-3852

動物公園（新庄字八木田）で次のとおりイベントを開催。いずれ
も参加無料ですが、入園料が必要です。【問】同公園☎654-8266

渡辺えりさん

か

展示作品

れいいち

作品＆写真を募集

６月11日㈯・12日㈰に盛岡城跡公園（内
丸）で開催する「もりお花ハンギングバスケ
ットフェア2016」のコンテスト参加作品と
展示作品を表のとおり募集します。いずれも
根付きの植物を使う作品で、１人に付き各２
作品まで。出品料は無料です。
【申し込み】都南分庁舎２階の公園みどり課
や市役所本館１階の窓口案内所、各支所など
に備え付けの申込書に必要事項を記入の上、
〠020-8532（住所不要）市役所公園みどり
課へ郵送してください。ファクス637-1919
でも受け付けます。６月１日㈬必着
表

受賞しての感想
いろいろな方々の支えや応援があって
の受賞であると感謝しています。これ
からもスキーを続け、努力して、最終
的には父（三ケ田礼一さん※）と同じ
く、オリンピック出場を目指します。

▲

花と緑あふれるまちづくり

功績
希望郷いわて国体冬季大会スキー競技
会コンバインド少年男子で初優勝。ま
た、昨年２月（高校２年時）に秋田県
鹿角市で行われた全国高等学校総合体
育大会第64回全国高等学校スキー大
会ノルディックコンバインドでも初優
勝。国体とインターハイの２冠を達成
しました。

▲

▲

受賞しての感想
たくさんの支援、声援を大変ありがと
うございました。今回、このような名
誉ある賞をもらえたことに感謝し、こ
れからもスキー競技を続けます。競技
を通して、応援してくれる方々に勇気
と感動を届けられるよう努力していき
たいと思いますので、変わらぬ声援を
お願いします。

もりお花ハンギングバスケッ
トフェアで展示

オリジナル商品のオークションや餅つき体験、餅の
振る舞い、フリーマーケットなどイベント盛りだくさ
ん。宿泊券などが当たる抽選会もあります。
【日時】５月８日㈰11時～15時
【場所】都南つどいの森（湯沢１）
【問】つどいの森こもれびの宿☎637-0876

第50回姫神山やま開き

功績
希望郷いわて国体冬季大会スキー競技
会スペシャルジャンプ成年男子Ｂで初
優勝。さらに、同競技会コンバインド
成年男子Ｂでは準優勝。地元開催の国
体２種目で輝かしい成績を収めました。

作品
募集

動物公園に行こう！

盛岡市・玉山村合併10周年記念

永井健弘さん（盛岡市役所）

ハンギング
バスケット

つどいの森さくら祭り

標高約１１２
４㍍

２月20日～23日に八幡平市で開催された希望郷いわ
て国体冬季大会スキー競技会。市は、同大会で優勝とい
う快挙を成し遂げた永井健弘さんと三ケ田泰良さんに、
市民栄誉賞を贈呈しました。
３月28日に内丸の市役所で表彰式を開催。谷藤裕明
市長は表彰状と記念品を授与し、「２人の快挙は市民・
県民に明るいニュースをもたらし、次に続く子どもたち
に勇気を与えた」と功績を称え、「今後も国内外の大会、
さらには韓国平昌オリンピック目指して精進を重ね、市
のスポーツの隆盛に尽力してほしい」と期待しました。

市民栄誉賞表彰式の様子

▲

春の盛岡を満喫しよう

志波城マスコット
しわまろくん
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表

子ども・子育て事業に係る扶助費や国体開催経
費などが増額した一方、スポーツ施設の整備や
小・中学校の耐震補強工事の終了による普通建設

市債（10.1%）
112億687万円
市税（37.6%）
418億2159万円

県支出金（6.6%）
73億2290万円
譲与税・交付金（7.0%）
78億822万円
依存財源
54.7%
地方交付税（13.2%）
146億7923万円

歳入

1111億
8800万円

自主財源
45.3%

人件費（14.0%）
155億7417万円 子育て世帯や障がいのあ

その他
35.5%

歳出

1111億
8800万円

補助費など（14.5%）
161億1339万円

る人、高齢者や生活に困
っている人の暮らしを支
えるお金。28年度はこ
こを充実させました

扶助費（26.1%）
290億7429万円
義務的経費
51.6%

投資的経費
12.9%

国庫支出金（17.8%） 使用料・手数料など
197億8364万円
（7.7%）
85億6552万円
歳入の自主財源は、市税
のほか、基金からの繰入
金や分担金、負担金が増
加し、前年度に比べ17
億7807万円（3.7％）
増える見通し。

事業費が減額したため、総額では１億4200万円、
率にして0.1％減となり、過去最大だった27年度
とほぼ同規模の予算になりました。

物件費・維持補修費など
（14.5%）161億1562万円

繰出金（6.5%）
72億6410万円

「一般会計」が、市税を
主な財源にして、福祉や子
育て、教育、施設整備など
市のほとんどの事業を運営
する基礎的な予算なのに対
し、「特別会計」は、国民
健康保険など、特定の収入
でまかなう会計です。

依存財源では、国からの交
付金と県支出金が増える一
方、地方交付税と国庫支出
金が減るため、19億2007
万円（3.1％）の減額が見
込まれます。

普通建設事業費（12.9%）
143億4911万円

子ども未来基金造成事業

延長保育を行う私立保育所や小規模
保育施設などへ補助／１億2026万円
乳児家庭全戸訪問等事業

公債費（11.4%）
126億9729万円

支出が義務付けられて
いるため、自由に削る
ことができない経費
道路・学校の建設など、
市の資産として将来に残
るものに支出する経費

子育て世帯の孤立化防止と支援のた
め、生後４カ月までの乳児がいる全世
帯を訪問／496万円

妊娠、出産、子育て期にわたる母子
保健や育児に関するさまざまな悩みに、
保健師らが面接や訪問などを通じて継
続的に支援／1028万円
これまで給付していた小学生の入院
費の一部に加え、通院医療費にも対象
を拡大／１億4944万円
小学生インフルエンザ
予防接種補助事業
子どもに対するインフル
エンザ予防接種を進める
ため、助成対象を小学
６年生まで拡大
／1500万円

競技会場での「食のおもてなし」な
ど、盛岡の食材の魅力を発信。また、
市内の飲食店や宿泊先などと生産者と
のつながりを生み出し、地産地消を推
進／368万円

延長保育実施補助

市全体で子育てを応援するために基
金を創設。子どもの健やかな成長に役
立つ取り組みを支援／１億円

小学生医療費給付事業（通院分）

私立保育所の新設や改築などに補助
／３億6924万円
子ども・子育て支援新制度の開始に
伴い、私立幼稚園から移行した認定こ
ども園９園と新設される地域型保育事
業所10カ所に、教育・保育費用を給
付／11億4492万円

子育て世代包括支援センター事業

「特別会計」
ってなに？

盛岡の食材プロモーション事業

認定こども園等運営費給付事業

いわて国体おもてなしプロジェクト
18億6252万円
希望郷いわて国体・大会
を成功させるとともに、来盛
する人たちを「おもてなしの
心」で迎え、盛岡の魅力を全
国に発信。また、市民がスポー
ツに親しみ、健康でいきいきと
暮らすまちをつくります。
【拡充】

■一般会計の当初予算

若い世代や子育て世代
が、希望を持って子ど
もを産み育て、盛岡に
住みたい、住み続けた
いと思える、子育てに
やさしいまちをつくり
ます。

私立児童福祉施設整備助成事業

また、アイスリンクなど国体
開催に伴う施設整備と小・中
学校の耐震工事の終了に伴い、
投資的経費も減る見込みです。

競技会場の整備や修繕、アイスア
リーナの総合アリーナ化を実施／２億
3262万円

市の恵まれた観光資源を活用
し、盛岡ブランドを推進する
ことにより、観光客や盛岡
ファンを増やします。また、
※
MICE の誘致により交流人口を
増やし、まちに活力を創出します。
マ

イ

ス

観光客誘致宣伝事業
北海道新幹線開業にをきっかけに、
盛岡の魅力をＰＲし観光客を誘致する
ため、函館市で開かれる食の大イベン
ト「グルメサーカス」への出店と盛岡
さんさ踊りの派遣を実施／153万円
盛岡三大麺普及事業

第71回国民体育大会開催事業
大会の成功を目指し、市民総参加に
よる「おもてなし」で盛岡の魅力を発
信／15億4185万円

盛岡三大麺「わんこそば」「盛岡冷
麺」「盛岡じゃじゃ麺」の普及を進め
るため、20年ぶりに開かれる「ニッ
ポンめんサミット」などへ負担金を支
出／79万円
※MICE：企業の会議・研修や旅行、国際会
議や学会・大会、展示会・イベントの総称

総合計画の４つの基本目標ごとの主な事業
人がいきいきと暮らすまちづくり
■年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業【新規】
／１億1712万円
■児童手当支給事業／43億880万円
■後期高齢者医療給付費負担金／24
億8700万円
■老人福祉施設整備助成事業／５億
4727万円

人を育み未来へつなぐまちづくり
歳出では、子ども・子育て事
業の充実などにより扶助費が
伸びたものの、職員人件費と
借入金返済に充てる公債費が
減るため、義務的経費は前年
度に比べ0.3％減少。

国民体育大会開催関連施設整備事業

きらり盛岡おでんせプロジェクト
3477万円

【拡充】

28年度の予算総額
（▲はマイナス）
会計
28年度
27年度
増減
伸び率
一般会計
1111億8800万円 1113億3000万円 ▲1億4200万円 ▲0.1％
国民健康保険費
316億4850万円 316億2554万円
2296万円
0.1％
介護保険費
244億 811万円 227億2016万円 16億8795万円
7.4％
後期高齢者医療費
28億9316万円
28億6445万円
2870万円
1.0％
中央卸売市場費
16億1473万円
16億3093万円
▲1619万円 ▲1.0％
農業集落排水事業費
５億1776万円
５億3130万円
▲1353万円 ▲2.5％
特別会計
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費
6413万円
7577万円
▲1163万円 ▲15.4％
土地取得事業費
1331万円
１億1143万円
▲9812万円 ▲88.1％
公設浄化槽事業費
849万円
3210万円
▲2361万円 ▲73.6％
東中野財産区
267万円
267万円
0万円
0.0％
東中野、東安庭、門財産区
70万円
70万円
0万円
0.0％
計
1723億5961万円 1709億2509万円 14億3451万円
0.8％
※各項目とも１万円未満切り捨て。増減や計などが一致しない場合があります

子育て応援プロジェクト
27億7993万円

市総合計画が掲げる将来像「ひと・まち・未来が輝き 世界につながるまち盛岡」の実
現のためには、施策の枠を超えて取り組んだ方がより効果的な事業もあります。そうした
事業を「戦略プロジェクト」としてまとめ、限られた財源を有効に使い、優先的に取り組
んでいます。28年度当初予算でも、３つの戦略プロジェクトに重点的に配分しました。

【継続】

■予算編成にあたって
28年度の市の歳入は、市税収入や地方消費税交付金の増額が
見込まれるものの、地方交付税は減額が見込まれ、全体として伸
びが見込めない状況です。歳出は、扶助費や介護保険費特別会計
への繰出金などの社会保障経費のほか、岩手国体に関連する経費
などの増が見込まれるため、必要な財源を確保するために事業の
見直しや事業費の総点検を行ったほか、「戦略プロジェクト」事
業への優先配分により、財源の有効活用に努めました。
■市の予算総額
28年度の予算総額は1723億5961万円。27年度と比べ14億
3451万円、率にして0.8％の増加です。内訳は表のとおりです。

【新規】

予算

28年度の当初予算が決まりました。27年度にスタート
した市総合計画の推進、特に、子育て応援や岩手国体開
催などに重点的に取り組む予算となりました。その概要
をお知らせします。【問】財政課☎613-8362

３つの「戦略プロジェクト」に重点配分

【拡充】

年度

28

盛岡市の

３つの
「戦略プ
ロジェク
ト」
について
、主に新
規・
拡充
事
業
を
紹介しま
す。

名付

■学校施設防災対策事業【新規】／660万円
■（仮称）盛岡学校給食センター建設事業【新規】／880万円
■（仮称）見前南地区公民館整備事業
／３億3944万円
■地球温暖化対策実行計画推進事業
／1754万円（うち太陽光発電シス
テム設置費補助金／1480万円）

総合計画は、まちづくりの指
針です。「盛岡に住んで良か
った」と思えるまちづくりに
取り組みます！

盛岡の魅力があふれるまちづくり
■芸術文化活動振興事業／6682万円
（うち盛岡文士劇東京公演共催負担金【新規】350万円）
■渋民運動公園整備事業
／４億5415万円
■志波城跡保存整備・用地取得事業
／6732万円
■スポーツ活動機会提供事業／781万円

人が集い活力を生むまちづくり
■もりおか元気応援寄附金推進事業【新規】／3738万円
※
■ＵＩＪターン 就職支援事業【新規】／900万円
■農業・農村の持つさまざまな機
能の維持・発揮を図る活動の支
援事業／２億5599万円
■まつり・イベント振興事業／
5513万円
※ＵＩＪターン：大都市圏の居住者が地方に移住する動きの総称

4［広報もりおか 28.５.１］

［広報もりおか 28.５.１］5

【活動内容】①使用電力がリアルタイムに分かる省エネナビを自
宅に取り付けて、節電に取り組む②年２回の会議で省エネや環
境について提案する【対象】次の全てに該当する人①市内に１年
以上住んでいる②20歳以上③過去に環境モニターになっていな
い【任期】６月～来年３月【定員】５人【謝礼】5000円【申し込
み】５月９日㈪10時から、環境企画課で先着順に電話受け付け

■太陽光発電などに設置補助

ム

ス

～27年度の環境モニターの声～

interview

さち

こ

今野幸子さん＝松園＝

めぐみ

▲

辺見恵さん＝松園＝
暖房を低めに設定して衣類で調整す
るなど工夫しました。水道料金なども
記録するので、生活を見直すきっかけ
に。電気代が前年と比べて１万円も安
くなった月もあります。地球にも家計
にもやさしい暮らしを学びました。

造物
建
存
と
保
園

公開中

保護庭

旧宣教師館

■一ノ倉邸（安倍館町）
【公開日時】水曜～日曜
10時～15時
※８/10～20、12/25～１/15
は休館

【問】一ノ倉邸管理保存委員
会☎646-1817

市指定の保護庭園と保存建造物を無料で公開しています。
どうぞお越しください。【問】景観政策課☎601-5541

■旧宣教師館（大沢川原三）
【公開日時】月曜～金曜、９
時～17時（12時～13時を除く）
※祝日と８/13～16、12/29～
１/３は休館

【問】大沢川原センター
☎654-6067

～生活に

■明治橋際の御蔵
（南大通三）
【公開日時】10月までの第
２・４土・日曜、10時～16時
【問】御蔵管理委員会の千葉
館長☎090-5598-5230

水道週間

※内容は小学３年以上向けです

【日時】６月５日㈰・６日㈪
10時～15時
※内丸の県民会館脇に集合し、バスで移動

浄水場

N

455

水道橋
４

岩手大
付属中
至茶畑

新庄浄水場

ۻ

給水装置の点検と蛇口のパッキ
ン交換を無料で実施します。井戸
などの自家水道設備や給湯器、湯
水混合水栓は対象外です。
【期間】６月１日㈬～９日㈭

消費生活センター

（肴町分庁舎２階）

栃内病院

【申し込み】５月 26 日㈭～６月
３日㈮の９時～ 17 時、給排水課
☎ 623-1411 で電話受け付け

岩山
岩山入口

浄水場の所在地

対象になる
蛇口の例

◇新庄浄水場（加賀野字桜山）☎651-5048

平成７年に通水開始した、岩山の登り口にある浄水場。中津川の水

通・新庄線の新庄浄水場前バス停で下車し、徒歩１分。
◇米内浄水場（上米内字中居）☎667-2280

対象にならな
い湯水混合水
栓の例

昭和９年に通水開始した、市内で最も古い浄水場。米内川の水を浄

水し、給水量は１日３万2450立方㍍です。同浄水場に併設の水道記
かんそく

念館（休館中）や緩速ろ過池、調整室などは平成11年、国の有形文

化財に登録されました。ＪＲ山田線の上米内駅で下車し、徒歩２分。

安全でおいしい水を
皆さんにお届けします

消費者信用
生活協同組合

ＩＧＲいわて銀河鉄道は、盛岡駅までの割引乗車
券「玉山地域列車でおでかけきっぷ」を買うことが
できる購入証を渋民駅と好摩駅で発行しています。
【対象】玉山地域在住で購入時に70歳以上の人
【発行手数料】500円
【問】ＩＧＲインフォメーション☎626-9151
利用できる区間
渋民駅～盛岡駅
好摩駅～盛岡駅

片道運賃
360円（通常510円）
470円（通常650円）

出前！消費者講座で
トラブル防止

近年、悪質商法は巧妙化し増加しています。また、インターネ
ットやスマートフォンなどの普及により、児童生徒が被害に遭う
事例も発生。悪質商法などに関する知識や対応策をあらかじめ知
っていれば、被害に遭わずに済む事例も多いはず。消費生活セン
ターでは、悪質商法の被害を防止するため、「出前！消費者講
座」を表のとおり随時開催しています。ぜひご活用ください。
【費用】講師の派遣は無料。※会場の使用料などは申込団体の負担
【申し込み】日時と場所、受講したい講座を決めて、消費生活セ
ンター☎604-3301へ電話かファクス624-4123でお申し込みく
ださい
表

出前！消費者講座の内容
講座名
所要時間
講座の内容（所要時間）
悪質商法に
悪質商法の事例をたっぷり紹介。
30～90分
負けないために
撃退法や対処法などを詳しく解説
お金という「道具」をきちんと扱
お金にきちんとした
60～90分 える大人になるために、お金のし
子どもを育てるために
つけの仕方を学びます
認知症を正しく理解して悪質商法
みんなで
70～90分 などの被害を予防しましょう。脳
脳元気教室
が元気になる運動も紹介します
消費者の味方、クーリングオフ。
クーリングオフ講座
45～90分 契約トラブルなどの事例から安心
な取引のポイントを考えます
健康食品をネタにした悪質商法の
手口から薬との付き合い方まで、
財布と体の健康教室
70～90分
意外に知らないポイントをお知ら
せ。県薬剤師会と共催
お金の落とし穴など、子どものと
よ～く考えよう！
45～90分 きから正しい金銭感覚を養うため
お金の話
の講座
スマートフォンのトラブルや、青
悪質商法に
少年が陥りやすい悪質商法被害の
45～90分
負けないために
事例をたっぷり紹介。対処法など
を分かりやすく紹介します
クレジットカード申し込み体験に
カード社会を
トライ。利便性と落とし穴、電子
45～90分
快適に暮らす！
マネーの特性を学び、カード社会
を生き抜く力を養います
スマートフォンやインターネット
ネット社会を
45～90分 でのトラブル事例を紹介。保護者
快適に暮らす！
や教職員の研修にもどうぞ
若者が陥りやすい借金問題、お金
ズバリ！私のどこが
45～90分 との付き合い方などについてビデ
いけなかったの？
オ教材で学びます

主な対象
一般

シニア
中学２年生
～シニア
シニア
小学４年生
～新社会人

中学２年生
～
新社会人

まちなか・おでかけパス

玉山地域列車でおでかけきっぷ
高齢者にお得な

ふるさと

の広場」は平成８年、国の「手づくり郷土賞」を受賞しました。県交

杜陵老人
福祉センター

盛岡バス
センター

前略

もり

を浄水し、給水量は１日３万3000立方㍍です。場内の庭園「水と杜

ななっく

過払い請求や債務整理の
相談はお早めに

※土・日曜を除く

▲

防

【日時】7月９日㈯、９月10日㈯、12月10日㈯、来年３月4日㈯
10時～16時
【場所】消費者信用生活協同組合（南大通一、ＣＦＣビル２階）
【内容】借金や生活費不足、貸付制度など日常生活のお金の悩み
の相談について、弁護士や専門の相談員が応じます。秘密は厳守
します
【費用】無料
【申し込み】同協同組合☎653-0001に電話予約が必要
【主催】同協同組合と市、県社会福祉協議会、市社会福祉協議会、
岩手弁護士会消費者問題対策委員会、NPO法人いわて生活者サ
ポートセンター

盛岡市役所
テレビ岩手
中の橋
盛岡城
プラザおでって
跡公園

食品などの
放射性物質を測定

家庭菜園の作物や自分で採ってきた山菜など、自家消費する食
品の放射性物質を測定しています。費用は無料です。
【受付日時】月～金曜、9時～16時（祝日と年末年始を除く）
【申し込み】消費生活センター放射性物質測定準備室
☎603-8014に電話予約が必要

くらしとお金の
安心合同相談会

お知らせです
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ＪＲ山田線
上米内駅

米内 ۻ

消費生活センターは、消費者契約のトラブルや借金などに関す
る相談について助言を行う、市が設置している機関です。早めの
相談が解決につながります。相談は無料。秘密は厳守します。お
気軽にご利用ください。
【主な相談内容】
○借金に関する相談 ○悪質商法などによる契約トラブル
○保険や金融、利殖商品などのトラブル
○インターネット取引や通信サービスなどのトラブル
○製品や食の安全の相談
【来所相談】市役所肴町分庁舎２階
【電話相談】もりおか広域消費者110番☎624-4111
【受付日時】月～金曜、９時～16時（祝日と年末年始を除く）
【対象】盛岡広域８市町に住んでいる人

きっぷとパスの

【定員】各45人【費用】無料（昼食付き）
【申し込み】はがきに参加希望者全員
の住所と名前（ふりがな）、年齢、電
話番号、参加希望日（記入がない場合
は、市が指定します）、代表者名を記
入し、〠020-0013愛宕町６-８、市
上下水道局経営企画課へ。５月９日㈪
消印有効。上下水道局のホームページ
でも同日17時まで受け付けます。電
話では受け付けません。定員を超えた
場合は、選考の上、結果をはがきでお
知らせします。
【問】経営企画課☎623-1411

新庄浄水場と米内浄水場
を一般公開します。職員が
施設内を案内し、浄水の仕
組みなどを説明。参加を希
望する人は当日、各浄水場
へお越しください。
【日時】６月１日㈬～７日㈫
①10時～②11時～③13時
～④14時～の１日４回
【問】浄水課☎651-8949

食

地図 消費生活センターと消費者信用生活協同組合の場所

水道の点検と
蛇口パッキン交換
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役

お役に立ちます
消費生活センター

困った
ら
相
談
してみよう
！

「水のみちを探検しよう～安全・安
心な水道水の秘密とは～」をテーマに、
新庄浄水場と水質管理センター、米内
浄水場を回ります。

■武田邸（長田町）
【公開日時】11月までの第
２・４土曜、13時～16時
武田邸
【問】景観政策課
☎601-5541

市上下水道局は、６月１日～７日の水道週間にち
なんで、市民の皆さんに水道への理解と関心を深め
てもらうため、水道施設見学会などを開催します。
桜台ニュータウン

浄水場の一般公開

このコーナーについて詳しくは、消費生活センター☎604-3301へどうぞ。

相

車での来場
はお控えく
ださい

不可欠な「水」について知ろう～

６月１日から
水道施設見学会

27年度の環境モニターの
活動結果をまとめた冊子
「家庭での節電のヒント」
を、環境企画課で配布して
います

消費生活情報

転ばぬ先の杖

▲

電気を使い過ぎると省エネナビの赤
ランプが点灯するので分かりやすいで
す。子どもたちも、目標を達成するため
に、使わない部屋の電気を積極的に消
したりと、ゲーム感覚で省エネに挑戦。
家族で楽しくエコライフを送りました。

みんなで
家族
に取り組みました！
エコ

▼

ヘ

▲

を始めよう

自分で住むための一戸建て住宅に太陽光発
電システムやこのシステムと同時に蓄電シス
テムまたはHEMS（住宅用エネルギー管理シ
ステム）を設置する人に、補助金を交付しま
す。工事実施業者の事務所（支所・営業所含
む）が市内にあることが要件。いずれも予算
が無くなり次第終了します。
【対象】次の全てに該当する人①これからシ
ステムの設置工事に着手する②市税を滞納し
ていない③過去にこの補助金の交付を受けて
いない【交付額】 太陽光発電システム：太
陽電池の出力１㌔㍗当たり２万円（上限８万
円） 蓄電システム：10万円 HEMS：２万
円【申し込み】若園分庁舎４階の環境企画課
に備え付けの申請書に必要事項を記入し、同
課へ持参。申請書は市公式ホームページから
もダウンロードできます

▼

エコライフ

■環境モニターになりませんか？

市は、省エネや二酸化炭素削減による地球温
暖化防止のために、さまざまな取り組みを行っ
ています。【問】環境企画課☎626-3754

６月1日㈬から11月30日㈬
まで利用できる「まちなか・お
でかけパス」を盛岡駅前バス案
内所や盛岡バスセンター、松園
バスターミナルなどで販売。
【販売価格】5400円
【対象】市内在住で購入時に
70歳以上の人
【販売日時】５月9日㈪以降の

月～金曜（祝日と年末年始を除
く）、10時～15時※松園バスター
ミナルは11時半～13時を除く
【利用方法】降車の際は、パス
を乗務員へ見やすいようにご提
示ください
【問】県交通☎654-2141か県
北バス☎641-1212、JＲバス
東北☎604-2211
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～
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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もりけんに挑戦（26年度３級問題）（正解は12ページに掲載）
盛岡市出身で資生堂の広告などにより世界的な評価を得たグラフィックデザイナーは。
①藤井勉 ②村上善男 ③百瀬寿 ④中村誠

情報インデックス
談

きょう い ち

●夜間納付相談
【日時】
５月10日㈫・12日㈭、17時半～
20時は納税課（市役所別館２階）
と健康
保険課（同１階）。毎週木曜、17時15分～
19時は玉山総合事務所税務住民課（渋
民字泉田）
【問】納税課☎613-8462

●ゆぴあす会議室無料開放

【日時】５月11日㈬10時～15時【場所】
プラザおでって（中ノ橋通一）
【内容】
不動産全般の相談【問】全日本不動産
協会県本部☎625-5900

【日時】５月７日㈯・８日㈰・14日㈯・
15日㈰・21日㈯・22日㈰、10時～17時
【場所】ゆぴあす（上田字小鳥沢）
【内
容】自主学習の場として会議室（定員
約15人）を開放【対象】中・高・大学生
【問】ゆぴあす☎662-1414

●リハビリ無料相談会

●公開探鳥会

【日時】５月12日㈭10時～12時【場所】
市立身体障害者福祉センター（若園町）
【申し込み】同センター☎625-1151で
電話受け付け

【日時】５月８日㈰７時～10 時 半【場
所】高松の池周辺（高松一）
【内容】鳥
の見つけ方や生息する環境について学
習。双眼鏡と筆記用具を持参。参加者
にはパンと牛乳を配布します【費用】無
料【問】林政課☎626-7541

●不動産無料相談会

●成年後見相談
【日時】５月12日㈭・26日㈭、13時半
～16時【場所】成年後見センターもりお
か（菜園一）
【申し込み】同センター☎
626-6112で電話受け付け

●あなたのまちの相談相手
民生委員・児童委員は、地域の相談
や支援のボランティアです。心配事があ
るときは気軽にご相談ください。必要に
応じて、行政機関や関係団体と一緒に
解決を手伝います。住んでいる地域を
担当する委員については、地域福祉課
☎626-7509へお問い合わせください。

●もりおか啄木・賢治青春館へ
行こう

●子育てを楽しく
とりょう保育園子育て支援センター
は、次のとおり子育て支援の場を開設
します。時間はいずれも10時～11時半。
参加無料。当日会場へどうぞ。
【問】同
センター☎651-8580 ぴよぴよルーム
【期日・場所】５月10日㈫は高松地区保
健センター（上田字毛無森）、27日㈮は
▲

し

▲

【日時・場所】５月18日㈬、10時～11
時半は市立地域福祉センター（手代森
14）、13時半～15時は市立身体障害者
福祉センター（若園町）
【問】地域福祉
センター☎696-5640

催

交通安全ゲートボール講習会と大会
を開催します。詳しくは、くらしの安全
課☎603-8008へお問い合わせくださ
い。 講習会【日時・場所】５月12日㈭
は屋内ゲートボール場（前九年三）、13
日㈮は世代交流センター（西見前13）、
いずれも９時～12時【対象】60歳以上
【費用】無料。用具は貸し出します。当
日会場へどうぞ 大会【日時】６月１日
㈬８時半～15時半【場所】県営運動公園
（みたけ一）
【対象】60歳以上。老人ク
ラブや同好会などの団体も参加できま
す【費用】無料【申込期限】５月12日㈭
▲

●補聴器無料相談会

●交通安全ゲートボール

●手づくり市「てどらんご」
【日時】５月14日㈯・15日㈰、10時半～
16時【場所】鉈屋町の町家など【内容】
手作り品の販売やスタンプラリーなど
【問】もりおかワカものプロジェクト事
務局の細川さん☎090-2798-3035

●月釜茶会
【日時】５月15日㈰９時 半～15時【場
所】中央公民館（愛宕町）
【内容】江戸
千家不白会と表千家同門会による茶会
【費用】900円【問】同館☎654-5366
ふ はく

どう もん

●もりげきライヴ
【日時】５月18日㈬19時～21時【場所】
盛岡劇場（松尾町）
【内容】震災復興支
援チャリティライヴ【費用】500円（当
日券のみ）※小学生以下は無料【問】同
劇場☎622-2258

●子ども科学館で遊ぼう
子ども科学館（本宮字蛇屋敷）で表
１のとおりイベントを開催します。
【問】
同館☎634-1171

子ども科学館の各種イベント
イベント名
内容
日時（費用）
①星と音楽のプラネタ 5/7㈯①18時～18時半（中学生以
もりおか啄木・賢治青春館（中ノ橋通
リウム（アニメ特集） 下200円、高校生以上500円）②19
一）で次のとおりイベントを開催します。 ナイトミュージアム
② 今 夜の星 空みどこ 時～19時半（無料）③19時半～21
【問】同館☎604-8900
ろ案内③星を見る会 時（無料）
５/8㈰・15㈰・22㈰･29㈰10時半
■大瀧詠一の青春展
ワークショップ
回りながらゆっくり
～12時と14時～15時半（各回100
【日時】７月３日㈰までの10時～18時
「たねコプター」
落ちる種の模型作り
円。展示室入場料が必要）
【内容】岩手で生まれ育った日本ポップ
えいいち
サイエンスショー
５/8㈰・15㈰・22㈰･29㈰
空気砲の威力や弾の
ス界の巨星、故・大瀧詠一の類いまれな
「空気砲であそぼ
13時～13時20分（無料。展示室入
形を見る実験など
う！」
場料が必要）
才能の原点に迫る企画展【費用】無料

広
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表１

飯岡地区保健センター（下飯岡８）
【対
象】
１歳未満 にこにこルーム【期日・場
所】５月13日㈮は西部公民館（南青山
町）、17日㈫は高松地区保健センター、
24日㈫はアイスアリーナ（本宮五）、31
日㈫は上堂児童センター（上堂三）
【対
象】
０～３歳
■市立保育園の一斉開放（13園）
【日時】
５月10日㈫・17日㈫・24日㈫、
９
時半～11時【対象】
０歳～就学前の子と
保護者や妊婦
■マタニティサロン
【期日】５月18日㈬【場所】とりょう保
育園（肴町）
【対象】初めて出産する妊
婦【申し込み】同園☎651-8580で電話
受け付け
■市立保育園給食体験（13園）
【日時】６月21日㈫10時～12時【対象】
１歳６カ月～２歳６カ月の子と保護者【定
員】各園先着５組【費用】300円【申し込
み】５月10日㈫10時から、希望する保育
園に費用を添えて直接お申し込みくださ
い。電話では受け付けません
▲

相

■青春館コンサート
【日時】５月21日㈯16時～17時半【内
容】宮沢賢治生誕120年を記念し、市
在住の作曲家、長谷川 恭 一さんの楽曲
編成で送る弦楽四重奏団のコンサート
【費用】前売り2000円、当日2500円。
同館やプラザおでって（中ノ橋通一）な
どで販売中

定員
①②
各160人
③なし
各30人
なし

●科学談話会

【日時】５月20日㈮18時半～20時【場
所】市立図書館（高松一）
【内容】岩手大
教育学部の三井隆 弘 准教授が「身近な
化学物質の硝酸」と題して講演【問】同
館☎661-4343
たか ひろ

●御所湖一周ウォーキング大会
【日時】6月4日㈯9時半～13時【内容】
６
㌔、10㌔、15㌔のウオーキングと、ポール
（先着50人に無料貸し出し）を使った４
㌔、８㌔のノルディックウオーキングで湖
畔のコースを回ります。参加者にはつな
ぎ温泉無料入浴券をプレゼント【費用】
500円（保険料込）
【申込期限】6月１日㈬
17時。詳しくはつなぎスポーツ研修セン
ター☎681-6880（受付９時～17時）へ

●絵本から幼年童話へ
【日時】6月12日㈰10時～11時半【内
容】子どもの年齢に応じ、絵本や童話
を楽しむきっかけを作る【対象】４歳～
小学２年生の子の保護者【定員】20人
【申し込み】往復はがきに住所・名前
（ふりがな）・年齢・性別・電話番号、子
ども同伴の場合は子どもの人数・年齢
を記入し〠020-0013愛宕町14-１、市
中央公民館へ。５月31日㈫必着。定員
を超えた場合は抽選

お知らせ
●盛岡中央消防署と県央消防指
令センターの運用開始
盛岡中央消防署新庁舎（盛岡駅西通
一）内に、新たに県央消防指令センター
が設置され、６月１日から運用を開始し
ます。同センターでは、盛岡地区と北上
地区、奥州金ケ崎の３つの消防本部が共
同で、119番通報の受け付けや火災・救
急など出動指令の業務を行います。また、
新たなシステムを導入し、通報から現場
到着までの時間を短縮。迅速に消防活
動ができるようになります。
【問】盛岡地
区広域消防組合消防本部☎622-0119

●不服申立ての制度が変更に
行政不服審査法の改正により、
平成28
年４月１日から、行政庁の処分などに対す
る不服申立ての制度が見直されました。主
な変更点は①裁決について第三者機関が
点検②審査請求期間が３カ月以内に延長
―などです。
【問】
総務課☎626-7513

●軽自動車税の減免申請
身体障害者手帳や療育手帳などを持
っていて、基準に該当する人は、１人１

台に限り軽自動車税が減免される場合
があります。申請期限は５月31日㈫。減
免基準など詳しくは、市民税課☎6138499へお問い合わせください。

●総合プールの利用制限
市立 総合プール（本 宮五）は、大会
などのため、５月１日㈰～５日㈭と22日
㈰、28日㈯、29日㈰の終日と、21日㈯
の12時以降は一般の利用を制限します。
【問】同プール☎634-0450

説明会を開催します。当日会場へどうぞ
【問】プラザおでって☎604-3300
■遺跡の学び館ボランティア
【場所】遺跡の学び館（本宮字荒屋）
【内容】日曜・祝日の行事や体験学習な
どのサポート【申し込み】電話で随時受
け付け【問】同館☎635-6600

●キャラホール合唱祭の
出演団体を募集

館内の薫 蒸 作業のため、次のとおり臨
時休館します。▶先人記念館【日時】5月
17日㈫～20日㈮【問】同館☎659-3338
▶原敬記念館【日時】５月29日㈰～６月
３日㈮【問】同館☎636-1192

７月10日㈰13時半からキャラホール
（永井24）で開く
「キャラホール合唱祭」
に出演する団体を募集します。
【対象】市
内近郊の合唱団など【費用】無料【申し
込み】５月31日㈫21時半まで、都南公民
館☎637-6611で電話受け付け。ファク
ス637-8700でも受け付けます。団体名
と代表者名、連絡先を明記してください

●成人のつどい実行委員募集

●議会報告会を開催

来年１月８日㈰に県民会館（内丸）で
開催する成人のつどいを企画・運営す
る実行委員を募集します。※会場は、27
年度に引き続き県民会館です【活動日
時】７月から毎週または隔週の水曜、18
時半～20時半【場所】市役所本庁舎（内
丸）
【内容】参加者に配布する記念誌や
アトラクションの企画と広報活動、式典
当日の運営【対象】市在住で次のいずれ
かに該当する人①平成８年４月２日～平
成９年４月１日生まれ②新成人ではない
が運営に参加したい【定員】20人程度。
面談により決定【申し込み】市役 所都
南分庁舎３階の生涯学習課に備え付け
の申込書に必要事項を記入し、〠0208532（住所不要）市役所生涯学習課へ
郵送または持参。６月30日㈭17時必着。
【問】同課☎639-9046

市議会議員による議会活動の報告や
意見交換会を実施します。時間はいずれ
も19時から。当日会場へどうぞ。
【日時・
場所】５月18日㈬は上米内地区振興セン
ター（上米内字中居）、５月19日㈭はつ
なぎ地区活動センター（繫字堂ケ沢）と
北厨川老人福祉センター（厨川一）、５月
20日㈮は岩洞活性化センター（薮川字
外山）
【問】議事総務課☎613-8314

●臨時休館のお知らせ
く ん じょう

●スポーツ推進審議会委員募集
スポーツの推進に関する重要事項に
ついて調査審議する委員を募集します。
【募集人員】２人【任期】６月から２年
間【応募資格】次の全てに該当する人①
18歳以上②市在住または勤務③平日
の日中に行われる会議（年２回程度）に
出席できる【応募方法】市役所若園町
分庁舎４階のスポーツ推進課に備え付
けの応募用紙に必要事項を記入し、〠
020-8531（住所不要）市役所スポーツ
推進課へ郵送または持参。５月23日㈪
消印有効。持参の場合は同日17時まで。
選考により決定【問】同課☎603-8013

●ボランティアを募集
■おでってステージサポーター
【場所】プラザおでって（中ノ橋通一）
【内容】舞台や音響、照明などの舞台
技術のサポート。５月29日㈰10時から
広

●地価公示価格の閲覧
平成28年１月１日現在の地価公示価格
が国から発表されました。閲覧を希望する
人は、市役所別館８階の企画調整課か玉
山総合事務所２階の建設課、都南分庁舎
１階の市民ホール、各支所、各図書館へど
うぞ。
【問】企画調整課☎613-8394

図

書

■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎えほんのへや
【日時】５月５日㈭15時半～16時
◎かみしばいのへや
【日時】５月12日㈭15時半～16時
◎おはなしころころ
【日時・対象】５月13日㈮、10時20分
～11時は１歳３カ月以上、11時10分～
11時半は１歳２カ月以下
◎おはなしのじかん
【日時・対象】５月14日㈯、11時～11時
20分は４歳～小学１年生、11時半～12
時は小学２年生以上
■渋民図書館
（渋民字鶴塚☎683-2167）
◎えほんのへや
【日時】５月18日㈬15時半～16時【対
象】小学１～３年生
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）

◎わくわくおはなし会
【日時】５月14日㈯11時～11時半【対
象】４歳～小学生
■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
【日時】
５月11日㈬10時半～11時【対象】幼児
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
◎ちびっこ広場映画会
【日時】５月７日㈯10時半～11時40分
【対象】幼児・小学生
◎ふたばおはなし会
【日時・対象】５月11日㈬、10時～10
時40分は１歳３カ月～３歳、10時50分
～11時10分は１歳３カ月未満
■都南公民館（永井24☎637-6611）
◎子どもシネマランド
【日時】５月14日㈯10時半～11時半
■松園地区公民館
（東松園二☎661-8111）

◎おはなし★らんど
【日時】５月11日㈬10時～12時【対象】
０歳～未就学児【定員】50人
◎プレールーム映画会
【日時】５月2 6日㈭16時～17時【対
象】小学生【定員】50人

接骨院の日曜当番
【受付時間】９時～17時
※当番院が変更になることがあるので、事
前に電話で確認してから利用してください
月日
接骨院名
電話番号
５/１ 小笠原整骨院
（好摩字上山）682-0106
５/８ あきもと接骨院
（北飯岡） 681-3186
５/15 本宮接骨院（西下台町） 681-6939
5/22 村上整骨院（青山一）
645-2313
５/29 ひかり整骨院中ノ橋
（中ノ橋通一）651-0480

休日救急当番医・薬局
内：内科、外：外科・整形外科、小：小児科、歯：歯科、薬：薬局
時間は９時から17時まで。ただし歯科は15時、薬局は17時半まで。往診はできません。
日

区分

名称
所在地
電話番号
かつら内科クリニック
本宮字小板小瀬13-２
658-1223
内
池田内科
上太田弘法清水10-13
659-0310
外 なおや脳神経・頭痛クリニック 本宮字小板小瀬13-４
656-3708
小 もりおかこども病院
上田字松屋敷11-14
662-5656
５/４
ＡＢＣデンタル
向中野五丁目21-23
613-5585
歯
きたがわ歯科クリニック
長田町１-５カシオペアⅢ102 656-7555
㈬
クローバー薬局
本宮字小板小瀬13-３
656-2011
上太田薬局
上太田金財70-５
658-1055
薬
おおたばし調剤薬局
本宮字小板小瀬13-８
656-3131
こなん薬局
上田字松屋敷23-３
664-1115
鈴木内科医院
八幡町２-17
623-3038
内
内科クリニックすずき
北松園二丁目15-４
662-2888
外 吉田整形外科・リウマチ科クリニック 本町通一丁目９-28
604-3820
小 みうら小児科
中野一丁目16-10
622-9591
５/５
みどりが丘歯科クリニック
緑が丘三丁目４-36
663-5313
歯
内田歯科クリニック
大通三丁目７-20
622-0888
㈭
八幡町薬局
八幡町３-22
604-7770
サンタウン調剤薬局
北松園二丁目13-１
662-0576
薬
本町薬局
本町通一丁目９-28
652-8200
なかのユニオン薬局
中野一丁目21-１
652-6587
菜園一丁目３-６農林会館ビル３階 624-3853
和田内科医院
内 おおひら内科・循環器科クリニック 梨木町２-２
606-3765
八角病院
好摩字夏間木70-190
682-0201
外 とちない脳神経外科クリニック 津志田中央三丁目17-10
637-7000
５/8 小 西島こどもクリニック
上田一丁目19-11
651-1369
歯 岩渕歯科医院
天神町９-15
654-1017
㈰
ぺんぎん薬局
梨木町２-14
652-3345
まつや調剤薬局
好摩字夏間木107-３
682-0031
薬
調剤薬局ツルハドラッグ津志田店 津志田中央二丁目17-33
637-9100
あおば薬局
上田一丁目18-50
622-0370
大浦内科・歯科クリニック
津志田西二丁目13-３
639-3315
内
かねこ内科クリニック
月が丘一丁目１-63
647-3333
盛岡ながの脳神経・歯科クリニック 津志田16-17-２
639-0123
外
成島整形外科医院
好摩字上山14-66
682-0001
５/15 小 よしだクリニック
西仙北一丁目30-50
635-8341
歯 あい歯科クリニック
月が丘三丁目39-50
641-8814
㈰
つばさ薬局
津志田西二丁目13-５
632-2166
みつばち薬局
月が丘一丁目１-63
647-3888
薬
みんと薬局
津志田16-16-７
632-3086
ひばり薬局
西仙北一丁目30-51
635-9797
※５月３日㈫の休日救急当番医・薬局は、広報もりおか４月15日号をご覧ください
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もっと知りたい！盛岡

もりおか

volum
e

519

広報もりおかに掲載した記
事の詳しい内容のほか、さ
まざまな市政情報を掲載！

く
ろ

さん

う

ま

た

岡には主に講演会で７～８回訪れています。私
はじゃじゃ麺が好きで、先日家族で来たときも
盛岡駅周辺の店で食べました。じゃじゃ麺と冷麺はお
いしいだけでなく独自性があっていいですね。盛岡に
はたくさんの魅力がありますが、何か大きな目玉があ
ればさらに良くなると思います。盛岡城を建ててしま
うのはどうでしょう。お金が無ければ、他都市のまね
でもいいから大きなイベントを開催するのも方法の一
つ。大事なのは「やるかやらないか」です。
技術者になろうと物理化学を志し東京大へ進学しま
した。しかし、電子の存在確率を表す式について３カ
月悩んだ末にどうしても納得できず、逃げるように経
済学部へ転部。立派な動機ではありませんでしたが、
そこで経済のいろいろな考え方を学んだことが今の仕
事につながりました。
全国メディアに出るきっかけになったのが、テレビ
朝日でやっていた報道番組「ニュースステーション」。
同番組のディレクターが、テレビ神奈川のニュース番
組で解説をしていた私を見て声を掛けてくれたのが始
まりです。当時の私は有名人のサイン入り名刺を集め
ていたので、「放送前に久米宏さんと渡辺真理さんの
名刺をくれたら出ます」と交換条件を出し、実現しま
した。目的を達成したため、番組には気楽な気持ちで
出演。それが結果として「全く動じずにしっかり答え
ている」と評価されたようで、継続して起用してもら
えるようになりました。
いろいろな仕事に興味があり、一時期俳優を目指し
ていました。なんとか頼み込み、ＴＢＳテレビで放送
されたドラマ「流星ワゴン」の最終話に出演させても
らったことがあります。ところが、主演の香川照之さ
んの迫力ある演技にただ圧倒され、セリフも「はぁ」
しか言えなかったんです。それがそのままオンエアさ
れ、私に俳優は無理だと痛感しました。
次の目標は歌人または俳人になること。番組で共演
した歌人がとても素敵な方だったので、自分もそうな
れたらと憧れています。何事も「とりあえずやってみ
る」が私のモットーです。

経済アナリスト・獨協大教授

盛

森永 卓郎

盛岡のまちに大きな目玉を―

ひろし
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パソコンやスマホからどうぞ

盛岡市公式ツイッター

https://twitter.com/moriokashi

盛岡市公式フェイスブック

https://www.facebook.com/
moriokashi

ツイッターとフェイスブッ
クでは盛岡の“今”を発信
します。イベントや観光情
報のほか、災害情報や緊急
情報など、生活に密接
な情報を伝えます。

市政ラジオ番組
「もりおか暮らし物語」

ラヂオもりおか（FM76.9MHz）
で毎月第２・４金曜の７時40分
～７時50分、放送中。
毎回異なったテーマ・出演
者で、旬な話題をお届け♪

広告に関する問い合わせ
ナチュラルコム㈱
☎019-652-9190へどうぞ

もりけんに挑戦

（11ページに掲載）の答え
④中村 誠

編集後記

り

４月３日に県公会堂（内丸）で行われた講演会のた
め来盛。経済評論家・コメンテーターとして数多く
のテレビ番組で活躍。個性的なキャラクターで、バ
ラエティー番組やＣＭなどにも出演している。昭和
32年、東京都生まれ。

てるゆき

広

http://www.city.morioka.iwate.jp/

▼

寸評

盛岡市公式ホームページ

もりおかすんぴょう

直筆サイン色紙を
抽選で１人へプレゼント
▼▼

応募資格：盛岡市に住んでいる人。
応募方法：はがきに住所と名前、年齢、性別、電話番号、
広報もりおかの感想を記入し、〠020-8530（住所不要）市
役所広聴広報課「森永卓郎さんサイン色紙プレゼント係」へ
郵送してください。５月20日㈮消印有効。応募は１人１通
まで。当選者の発表は、プレゼントの発送をもって代えます。

８ページに掲載の新社会人歓迎
会の取材中、おいと遭遇。幼な
い頃の姿と重なり、感慨深さが
こみ上げました。舞台を社会へ
移した皆さん、後ろには応援す
ガガ
る人たちがいます。力まずに○

発行：盛岡市

〠020-8530盛岡市内丸12-２
☎019-651-4111
ファクス：019-622-6211
info@city.morioka.iwate.jp
編集：市長公室広聴広報課
☎019-613-8369
発行部数：14万2860部
１部当たり約14円で制作し、
市内全世帯へ配布しています。
経費の一部は広告料
で賄っています。記
事の無断転載を禁じ
ます。Ⓒ盛岡市2016
地球環境に配慮し、
ベジタブルインキを
使用しています。

