盛岡町家

旧暦の雛祭り

花と緑のガーデン都市づくり

ハンギングバスケット作りを支援

待ちに待った季節
春を満喫しよう！

そうもん

▼

惣門と大慈寺地区コミュニティ消防センターの受
付で当日販売

【問い合わせ】盛岡まち並み塾事務局（大慈清
水御休み処）☎622-8989
盛岡町家旧暦の雛祭り会場

会場内で車両の通行規制
期間中、地図のとおり鉈屋町の一部
道路が通行止めになります。看板や係
員などの指示に従ってください。規制
区間は歩行者専用道路になります。混
雑するので、公共交通機関またはシャ
トルバスをご利用ください。

■４月９日㈯

番から矢巾営業所行きで南大通二丁目バス停
下車

■雛祭り河南ミニ循環バス（乗車無料）：

商店街や町内会などが、
ハンギングバスケットを
製作したり、製作講習会
を開催したりする場合、
フラワーバスケットアドバ
イザーを無料派遣します。

お囃子練り歩き（10時半～）
場所：鉈屋町通

※期間は桜の開花状況により変更になる場合があります
※公共交通機関の利用とごみの持ち帰りにご協力ください
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★バス
県交通バス上田線または盛岡駅上田線「高
松の池口」バス停から徒歩１分です。

10［広報もりおか 28.４.１］

松公園の桜を、ぜひお楽しみください。
ぼんぼりの点灯は盛岡城跡公園が18時
～21時半、高松公園が18時～21時で、
祭り期間中の桜の見ごろに合わせて行い
ます。担当は観光交流課☎613-8391。

盛岡ブランド推進
市民企画事業を募集

市は、盛岡南公園球技場と盛岡市アイスリンクのネーミングラ
イツ・パートナーと愛称を、次のとおり決定しました。４月１日か
ら愛称の使用を開始します。担当はスポーツ推進課☎603-8013。

盛岡ブランド市民推進委員会は、盛岡らしさを育成・発信す
るため、市民発案の企画事業を募集します。採用事業には事業
費の一部を助成。担当は都市戦略室☎613-8370。
【対象】市内で活動中または新たに活動を始める市民団体
（公益法人やＮＰＯ法人を含む）
【申し込み】市役所別館８階の都市戦略室や、同本館１階の窓
口案内所、各支所などに備え付けの募集要項を参照の上、応募
用紙に必要事項を記入し、〠020-8530（住所不要）市役所都
市戦略室へ郵送または持参。郵送は４月28日㈭必着。持参は同
日17時まで

盛岡南公園球技場

期間中の土・日曜と祝日の10時～16
時、高松公園の車道は車両の通行を規制
し、歩行者専用道路になります。
※開花状況や天候によっては、通行規制を実
施しないことがあります
★一般車両駐車場（旧盛岡競馬場跡地）
池まで徒歩約５分、約140台分、利用は無料。
一般車両はこちらの駐車場をご利用ください。
※規制の時間帯、高松公園駐車場は観光バス
とタクシー、障がいがある人や高齢者の車両、
バイク・自転車専用の駐車場になります

【愛称】

いわぎんスタジアム

盛岡市アイスリンク

みちのくコカ・コーラ
ボトリングリンク

【ネーミングライツ・パートナー】
みちのくコカ・コーラボトリング㈱
ネーミングライツ（命名権）
施設に愛称として、スポンサー企業やブランド名などを付与する権利
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二度泣き橋の逸話などをつづっ
たオリジナルの朗読劇「開運橋
物語」上演の様子

健康のために受けましょう

人間ドック費用を助成

で
受診ま
の流れ
「日本さくら名所100選」に選ばれている高松公園

【これまでの同事業の実績】
■NEXPO MORIOKA2015
まちの魅力発信事業
魅力発信のポスター制作や盛岡ブ
ランド特産品のブース出展など
■朗読劇で語り継ぐ盛岡物語
盛岡オリジナル朗読劇の上演
■ストラップで盛岡のよさを発信
鬼の手形ストラップを制作し、修
学旅行生に配布
ネ

【愛称】

健康づくりは自分の
体を知ることから
始まります

市は、国民健康保険（国保）と後期高齢者医療制度に
加入している人が指定検査機関で人間ドックを受ける場
合、費用の一部を助成します。ただし、同じ年度内に国
保特定健診や後期高齢者健診、がん検診を受診した人は
助成を受けられません。担当は健康保険課☎626-7527。
【期間】通年（３月31日は１日コースのみ）
【助成額】１日コース、１泊２日コースとも２万円。乳
がんまたは子宮がんの検査を受診する場合は
２万4000円

高松公園で車両の通行規制

至岩泉
国道４５５号

車両通行規制
歩行者専用道路

エコアス広場
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至上堂

高松公園の車両通行規制場所

盛岡三高

●

地図
北日本銀行

至松園

いよいよ桜の季節。祭り期間中は公
園内にぼんぼりを設置するほか、盛岡城
跡公園では桜のライトアップも行います。
石垣とともに照らし出される夜桜や「日
本さくら名所100選」に選ばれている高

製作講習会の様子

ネーミングライツ・パートナー
と施設の愛称が決定

【ネーミングライツ・パートナー】
㈱岩手銀行

期間：４月16日土～５月５日木
場所：盛岡城跡公園（内丸）・高松公園（高松一）

自宅や 会 社などに設
置し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。応募方法など詳しく
は、公園みどり課へどうぞ。

「盛岡らしさ」のアイデア求む

の道路沿いなどでひな人形を展示

盛岡さくらまつり

皆さんの作品を紹介

盛岡南公園球技場と盛岡市アイスリンク

盛岡バスセンターから会場まで、10時～15
時45分、15分間隔で運行

※

製作講習会
ハンギングバスケット
の知識を学び、寄せ植え
などの実技を習得した
い人のために、４月か
ら10月まで、公民館な
どを会場に「ハンギング
バスケット製作講習会」
を開催します。詳しくは、
広報もりおかや市公式
ホームページで随時お知
らせします。

支援３

講師を無料派遣

■４月10日㈰

着物パレードの様
子（上）と町家に
飾られたひな人形

■県交通： 盛岡駅東口バス乗り場13番、14

商店街や町内会などが、
沿道にハンギングバスケ
ットを設置する場合、器
材を無料で貸し出すほか、
製作費や設置費などの
80％を補助します。

支援１

雛祭りステージ（10時半～）
和楽器の演奏会や日本舞踊の披露など
場所：もりおか町家物語館
オープニングセレモニー（13時～）
着物パレードや音頭上げ、人力車記念撮影など
場所：もりおか町家物語館～鉈屋町通

★が通行手形販売場所

地図

【観覧無料のイベント】

支援４

設置を支援

市は、「花と緑のガーデン都市づくり」の一環と
して、市民の皆さんのハンギングバスケット作りを
支援しています。今年も４月中旬からバスケットの
設置を始め、チャグチャグ馬コや６月11日からの
か
もりお花ハンギングバスケットフェアの頃には700
個を超えるハンギングバスケットが盛岡のまちを
彩ります。担当は公園みどり課☎639-9057。

日時：４月９日土・10日日、10時～16時
場所：鉈屋町・大慈寺町かいわい、もりおか町家物語館、御蔵（下町史料館）
色とりどりのひな人形を、趣ある町家で楽し
む「盛岡町家旧暦の雛祭り」―。今年も鉈屋
町の町家や店舗など約40軒で、つるし飾りや創
作雛などを展示するほか、人力車の運行や着物
パレード、和楽器演奏会なども開催。城下町の
風情が残る懐かしの雰囲気をお楽しみください。
【費用】通行手形（開催協力金）500円

支援２

❶表の指定検査機関へ日時を予約
❷受診日の１週間前までに健康保険課か都南総合支所税務
福祉係、玉山総合事務所健康福祉課、各支所へ被保険者証
を持参し申し込み、受診券を受け取る。※健康保険課以外
で申し込んだ後期高齢者医療制度加入者には郵送します
❸受診当日、受診券と被保険者証、必要書類を持参する

表

指定検査機関
検査機関名（所在地）
電話番号 １日
１泊２日
盛岡市立病院（本宮五）
635-0101 ○
○
盛岡友愛病院（永井12）
638-2222 ○
×
盛岡赤十字病院（三本柳６）
637-3111 ○
○
川久保病院（津志田26）
635-1305 ○
×
遠山病院（下ノ橋町）
651-2111 ○
×
松園第二病院（西松園三）
662-0100 ○
×
盛岡南病院（津志田13）
638-2020 ○
○
盛岡繋温泉病院（繫字尾入野）
689-2101 ○
○
ＪＡ岩手県厚生連人間ドックセンター
637-1910 ○
×
（永井14）
県予防医学協会（北飯岡四）
638-7185 ○
×
いわて健康管理センター（西仙北一）
635-8850 ○
×
八角病院（好摩）
682-0201 ○
○
岩手医科大学附属病院（内丸）
651-5111 × 国保○後期×
県立中央病院（上田一）
653-1151
国保○後期×
※検査料金や検査項目など詳しくは、各検査機関へお問い合わせください
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