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市長おでかけトークで懇談

さまざまな団体の活動場所に市長が出掛けて話し合う、
市長おでかけトークが11月28日、中央通勤労青少年ホー
ムで開かれました。今回は「Yosakoiチーム鴒」の皆さん
との懇談。チーム鴒は毎年５月に大通で行われているイベ
ント「YOSAKOIさんさ」に出演しているほか、希望郷
いわて国体盛岡市ボランティアのモリモリサポーターズと
して、わんこダンスの普及にも努めています。懇談では同
国体への市民の関わり方や、YOSAKOIさんさの今後の
課題などについて、熱い思いを交換。懇談終了後には息の
合ったわんこダンスを披露しました。
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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

●洋蘭展示会
日時 １月９日㈯～11日㈪、10時～17
時※11日は16時まで 場所 N a n a k
（中ノ橋通一） 費用 無料 問 盛岡らん
協会の岩渕さん☎0195-32-2238
いわぶち

ペダルをこいで
発電、てっぺんの
市章を点灯
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グルージャ盛岡

は各300円増）、小学生以下無料※
チケットはマリオスやカワトク（菜
園一）、アネックスカワトク（緑が
丘四）などで販売 問 吉原さん☎0902841-8865
●県民オーケストラ定期演奏会
日時 １月24日㈰14時～ 場所 市民文
化ホール（盛岡駅西通二） 費用 前売
り700円、当日800円、中学生以下
無料 問 高橋さん☎090-9422-7245
●盛岡市長さんと語る会
日時 １月25日㈪13時半～15時 場所 プ
ラザおでって（中ノ橋通一）費用 無料
問 もりおか女性の会事務局の三田村
さん☎080-1687-1335
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結婚を機に40年ほど盛岡を離れ、
自然の豊かさと暮らしやすさとのバラ
ンスが取れた盛岡の良さに気が付きま
した。このまちで育った子どもは、豊
かな感性を持った大人になるのだと思
います。盛岡にずっと住んでいると、
その良さにはなかなか気が付かないの
かもしれませんね。
これからは子どもからお年寄りまで
幅広い世代がもっと交流する、にぎわ
いのあるまちになってほしいですね。

●フォークダンスサークル会員募集
日時 毎週金曜、10時～12時 場所 県公
会堂（内丸） 費用 月2000円 問 小笠原
さん☎623-3932

寄付
次の皆さんから心温かい寄付をいただき
ました。ありがとうございました。大切
に活用させていただきます。
よし や

■東北電力㈱盛岡営業所（佐竹吉哉
所長）と㈱ユアテック盛岡営業所
かずのり
（小山田一則所長）
ＬＥＤ街路灯８灯と取り付け工事
一式。明るい街づくりのために。

岩手ビッグブルズ

昨シーズンは11位だったものの、上位チームから白星を勝ち
取るなど健闘したグルージャ盛岡。鳴尾直軌前監督は「苦しい１
年だったが、その中でもファンやサポーターの皆さんが熱い声
援を送り続けてくれたことに感謝している」と振り返ります。
2016シーズンは神川明彦新監督の下、勝利を目指します。さら
に、今年開催される希望郷いわて国体の成年サッカー男子にグル
ージャ盛岡も出場。ぜひ良い結果を残してもらいたいですね。

新年が明け、2015-16シー
ズンもいよいよ後半戦がスター
ト！ 開幕当初はメンバーの大
きな入れ替えによるコミュニケ
ーション面が不安視されました
が、試合を重ねるごとに徐々に
解決。現在はチーム一丸とな
り、波に乗っています。今年も
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！
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ま

吉田 真理子さん（69）＝鉈屋町＝

次回は、吉田さんが紹介する人が登場します。
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元気にわんこダンス
を披露する子どもたち
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●岩手県高等学校「教員書道展」
日時 １月９日㈯12時～17時、10日
㈰９時～17時、11日㈪９時～16時
場所 アイーナ（盛岡駅西通一） 費用
無料 問 上野さん☎080-5554-3213
●新年交歓吟詠発表会
日時 １月11日㈪10時～14時半 場所
エスポワールいわて（中央通一）
費用 無料 問 岩手吟詠会盛岡地域連絡
協議会の金沢さん☎626-0751
●トロンボーン＆テナーホーン
ソロリサイタル
日時 １月16日㈯18時～ 場所 市民文
化ホール（盛岡駅西通二） 費用 前売
り学生1000円、一般1500円（当日
ぎんえい

な

鉈屋町で生まれ育ちました。小学生
の時に担任の先生から「鉈屋町は生活
に必要な物が何でもそろえられる、生
活に密着したまち」と言われ、誇りに
感じたことを覚えています。
子どもの頃の冬は今よりも寒く、雪
も多かったように感じます。小学校の
校庭に水をまいて凍らせ、休み時間に
スケートをしたり、岩山でのスキーの
授業が終わった後には、スキーを履い
たまま家に帰ってきたりしたものでし
たね。
近所に子どもたちもたくさんいまし
た。井戸の周りで遊んだり、池で泳い
でいるミズスマシをすくったり、時に
はみんなでいたずらをして楽しく遊ん
でいました。
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希望郷いわて国体冬季大会50日前・本大会300日前を
記念し、ペットボトルツリーの点灯式（同大会実行委員会
主催）が12月７日、アイスアリーナ（本宮五）で開かれ
ました。高さ約８㍍のツリーは、市内の中学生らが集めた
ペットボトル約8500本を使って、市民団体「もりおか光
プロジェクト」が制作したもの。谷藤裕明市長が「また盛
岡に来たいと思ってもらえるように、温かな光と心でお迎
えしたい」と述べて点灯すると、ツリーが赤や緑など色と
りどりに輝き歓声が。点灯したツリーの前では、Y UI
FITNESS KID'Sの皆さんがわんこダンスを披露しました。
フ ィ ッ ト ネ ス

載時点での予定です。

応援しよう！
盛岡の
ポーツ
プロス

ツリーは２月７日までの
時半から 時まで点灯しています

ボトルには大会の成功
や復興への願いが書き
込まれています

聴広報課へどうぞ。なお、場所などは掲

な

豊かな自然と暮らしやすさ
のバランスが取れたまち

＝矢巾町＝

市民サークルの会員募集や催事情報など

ペットボトルツリーの点灯式
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市民伝言板

▼昨年５月のYOSAKOIさんさでの演舞の様子

＝紫波町＝

vol.48

・晃子さん（35）
菊地萌那ちゃん（5）

＝南仙北二＝

温かな光でおもてなし
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畠山彩子さん（25）

また盛岡に
来たいと
思ってもら
えるように
笑顔で接し
ます♪

◀▼活発な意見が
交わされました

＝手代森＝

佐藤講郎さん（64）・コウ子さん（59）

▶懇談終了後の記念撮影

熱い思いを市長と交換

紫式部が執筆中の源氏物
語のストーリーとは－

アイスリ
ン
クの氷の感
触
を感じてほ
しいですね

お酒の失敗で縁談が破談
になった親子の物語－

さい こ

竹原渉さん（48）

ス
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踊れるよ♪
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時代物
「源氏物語
～紫式部原
作『源氏物
語』より」
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現代物
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「もっ
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盛岡の初冬の風物詩・盛岡文士劇（同公演実行委員会
主催）が12月５・６の両日、盛岡劇場（松尾町）で上演
されました。盛岡弁で繰り広げられる現代物と、同実行委
員会役員による口上、源氏物語を基にした時代物の３部構
成。市内在住の作家や地元テレビ局のアナウンサーらが笑
いあり涙ありの芝居を熱演しました。また、５日の本公演
前に行われた通し稽古に、東日本大震災の被災者とその
家族70人を招待。初めて観劇した米倉文子さん（59）は
「とても楽しい演劇。特に現代物の夫婦の掛け合いが良か
った」と、出演者の迫真の演技を楽しみました。
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盛岡の師走を彩る盛岡文士劇

え

高橋絵里奈さん（35）

もりおか今昔物語

ⒸIWATE BIGBULLS/bj-league

☆ホームゲームスケジュール
はホームページhttp://www.
bigbulls.jp/をご覧ください

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
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