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大好きな中津川
清流を残して

過払い請求や債務整理の相談も、消費生活センター☎604-3301へどうぞ。

市内で還付金詐欺事件が続発していま
す。県警によると、今年１月から２月初旬
までに計９件・約1300万円の被害が確認

されています。消費生活センターにも、こ
うした相談が今年に入って70件以上も寄
せられています。

実際にあった手口

電話で市役所職員を名乗りＡ
ＴＭに誘導するこの手口。還
付金がＡＴＭで支払われるこ
とは絶対にありません。「お
金を返すので、携帯電話を持
ってＡＴＭに行くように」と
言われたら、それは還付金詐
欺です。

このような電話があったら
まずは電話を切り、警察
または消費生活センターへ
ご相談ください！

便乗商法 にご用心！
４月１日から「電力の小売全面自由化」（電力自
由化）が始まります。「電力自由化」、詳しいこと
は知らないけど聞いたことはあるこの言葉。こうし

立春に南国の風が到来
沖縄物産展開催で交流さらに

沖縄の食べ物や工芸品などを集めた物産展「ちゅらしま
大沖縄展」が２月３日から９日まで川徳（菜園一）で開か
れました。初日には盛岡市の友好都市・うるま市の島袋俊
夫市長や、同市出身で盛岡が舞台のNHK連続テレビ小説
「どんど晴れ」でヒロインを演じ、両市の友好大使も務め
る比嘉愛未さんを迎え、テープカットやゲストトークが行
われました。島袋市長は「太陽と自然に育まれたよりすぐ
りの品を楽しんでほしい」、比嘉さんは「うるまと第二の
故郷・盛岡は、自然と共存し人が温かい。これからも互い
に高め合ってほしい」と期待しました。
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電力自由化に便乗したもうけ話に注意
「電力自由化前に太陽光発電システムを設
置し、売電すればもうかる」などと語り、太
陽光発電システムやプロパンガス、蓄電池な
どの契約を迫る勧誘が行われています。電力
自由化とは直接関係のない契約については、
その必要性についてよく考えましょう。
怪しい電話があったり、契約に当たってト
ラブルになったりした際には、消費生活セン
ター、または電力取引監視等委員会の相談電
話03-3501-5725へご相談ください。

グルージャ盛岡
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表 市有地の価格など
番号
予定価格
面積（平方㍍） 用途地域
25 ３億7399万円
3280.58 商業地域
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小原 悦子さん（91）＝愛宕町＝
餅や、庭のサンショウの芽をすって入
れたみそ田楽など、季節ごとの母の味
がどの家にもあり、それを食べるのが
楽しみでした。着る物も全てに手仕事
が入っていて、穴が開いても繕っては
大切に着ていました。
中津川の景色と、水の清らかさが大
好きです。便利になるのは良いことだ
と思いますが、盛岡の川と緑は大事に
残していってほしいですね。
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ⒸGRULLA MORIOKA
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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。

●スクエアダンス講習会
日時 ３月５日・12日・26日、土曜、19
時～21時 場所 中央公民館（愛宕町）
定員 各3 0人 費用 無 料 問 篠 原さん☎
090-8257-9188
広

岩手ビッグブルズ

●こずかたLIVE2016
日時 ３月６日㈰13時半～ 場所 上田公
民館（上田四） 内容 アンサンブルこず
かたによる演奏 費用 無料 問 齊藤さん
☎090-2367-8269
●30分間遊泳記録会
日時 ３月13日㈰13時～16時 場所 県営
雫石屋内温水プール（雫石町） 対象
18歳 以 上の泳げる人 定員 5 0人 費用
1000円 申し込み ３月９日㈬まで盛岡
万泳会の外川さん☎653-6480で先
着順に受け付け
●詩吟初心者入門講座
日時 ３月17日㈭・24日㈭、全２回、13
時半～15時半 場所 仙北地区活動セン
まんえい

今シーズンも終盤に差し掛かりまし
た。県内でのホームゲームも残り３試
合。会場で迫力満点の試合を見て、熱
い声援でブルズの勝利を後押ししまし
ょう。プロならではのスピード・高い
技術はもちろん、ブルズダンサーズの
華やかなパフォーマンスや、会場でし
か手に入らない限定グッズ、おいしい
食べ物・飲み物など、会場は観戦以外
でも楽しめる要素がいっぱいです。大
きな声で応援すると、ストレス解消に
も。ぜひ会場へ足を運んでみてはいか
がでしょうか。

ター（仙北二） 定員 20人 費用 無料 問
仙北吟詠会の髙橋さん☎635-1700
●春季春蘭展
日時 ３月20日㈰10時～16時 場所 中央
公民館（愛宕町） 内容 日本らしいラン
の展示 費用 無料 問 岩手盛蘭会の青山
さん☎641-6181
●フォークダンスサークル
仙北アオイの会会員募集
日時 毎週火曜、10時～12時 場所 サン
ライフ盛岡（仙北二） 費用 半年6000
円 問 山田さん☎635-6822
●仙北レディーススポーツクラブ
会員募集
日時 毎週木曜、10時半～12時 場所 サ

ⒸIWATE BIGBULLS/bj-league
ホームゲームのスケジュールはホ
ームページhttp://www.bigbulls.
jp/をご覧ください

ンライフ盛岡（仙北二） 内容 ストレッチ
とリズム体操 対象 女性 費用 半年9000円
問 斉藤さん☎636-3011
●2016年度自然世塾生募集
期日 ４月～11月に７回開催 場所 県立博
物館（上田字松屋敷）など 内容 自然や
森林に関する講座や自然観察など 費用
入会金3000円、１回2000円 問 木村さ
ん☎090-9537-2776
●盛岡・山を楽しむ会会員募集
期日 ５月～10月、月１回 内容 岩手と秋田、
青森の山を登る。マイクロバスで移動
対象 50歳以上 定員 10人 費用 年２万円程
度 申し込み ３月13日㈰まで 近 藤さん☎
646-3069で先着順に受け付け
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みください。入札日時と場所
は申込時にお知らせします。
担当は管財課☎613-8341。
【申込期限】４月８日㈮まで
（土・日曜、祝日を除く）、
９時～17時

杜の大橋

広

盛岡駅西口地区地区計画
区域内の市有地（物件番号
25）を売却します。所在地
などは地図と表のとおり。購
入希望者は市役所本館４階の
管財課に入札参加をお申し込

川
石
雫

東日本大震災で犠牲になった人たちを悼み、復興への誓
いを新たにする行事を３月11日㈮に開催します。どなた
でも参加できます。担当は危機管理防災課☎613-8386。
追悼式典
【時間】14時25分～15時
【場所】県公会堂（内丸）
祈りの灯火2016～５年、そして未来へ～
【時間】15時半～19時
【場所】盛岡城跡公園（内丸）ほか

地図
盛岡駅西通二丁目210番２
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市有地の売却

の

次回は、小原さんが紹介する人が登場します。

新シーズンがいよいよ開幕します！ 盛岡での開幕戦は４月３日
㈰です。今シーズンのスローガンは「一岩」。神川明彦新監督の下、
チームとサポーター、県民とが一枚の岩のように結束して、長いシ
ーズンを戦いたいとの思いが込められています。今年は希望郷いわ
て国体にも出場。ぜひ良い結果を残してもらいたいですね。

市民伝言板

盛岡市からのお知らせ

東日本大震災５周年行事「復興への誓い」

応援しよう！
盛岡の
ポーツ
プロス

Public Information

新電力を名乗り「料金が安くなる」と勧
誘された際には、①どのような条件で安く
なるのか（電力以外の商品やサービスとセ
ットでの契約による値引きになっていない
か）②契約期間が長期な
ものになっていないか
③解約時に違約金が発生
しないか―など、
内容をよく確かめましょう。
なる
安く

これまでは、地域ごとに決
まっている電力会社と契約す
るしかありませんでしたが、
新たに登録を受けたさまざま
な業種・業態からなる小売電
気事業者（新電力）との契約
を選択できるようになるのが
「電力自由化」です。

甘い勧誘トークに気を付けて

が

しゅう ら く ざ

グルージャの４月のホームゲーム
【会場】盛岡南公園球技場（永井８）
節
開催日時
対戦相手
３ ４月３日㈰13時～ ＡＣ長野パルセイロ
５ ４月17日㈰13時～ ＦＣ琉球
６ ４月24日㈰13時～ ブラウブリッツ秋田
いちがん

電力自由化って何？

か

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。【担当】スポーツ推進課☎603-8013

た新たな制度が始まるときは、それに便乗した詐欺
事件の発生が予想されるので注意が必要です。正し
い情報を収集し、だまされないようにしましょう。

「電気料金が必ず安くなる」

うるま市のゆるキャラ
「うるうらら」も駆け
付けました
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由
自
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詐欺！

解説

市役所職員を名乗る男から「過去５年分の医療費２万数千円
の還付がある」との電話があり、取引銀行を聞かれた。銀行
名を伝えると「銀行の担当者から電話が入るので、指示に従
って手続きしてほしい」と言われた。まもなくその銀行の職
員を名乗る電話があり、還付期限が過ぎているので急いで手
続きするよう促された。「携帯電話を持ってコンビニのＡ
ＴＭへ」と誘導され、言われたとおりに操作したら自分
の口座から相手の口座へ送金されてしまった。

る
４月から始ま

還付金
＋ＡＴＭ

うち

大正13年、内 加 賀 野 （現在の紺屋
町界わい）に生まれました。
小学生のころ、紺屋町番屋から北側
の道路沿いには、民家のほか、布団の
綿屋や筆を売る店、洋服の仕立て屋な
どがずらりと並んでいて、学校から帰
るとその作業を間近に眺めに行ったも
のです。近くにあった映画館が火事に
なったとき、番屋で半鐘が打ち鳴らさ
れました。平屋が多かった当時、番屋
の火の見やぐらは今よりずっと高く感
じられました。映画館の跡に開館した
「衆楽座」という劇場には、母と芝居
を見に行きました。男性役者の女装に
驚いたことや、紫頭巾の美しい姿を今
でも鮮明に覚えています。
野原で摘んだヨモギを入れたヨモギ

▲

市内で還付金詐欺が多発！
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▲津堅島の「津堅にんじん」
を来場者に手渡す比嘉さん
一堂に会した沖縄の特産品
を求めに連日大にぎわい
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