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収集区域の区割りを、コミュニ
ティ推進地区単位で見直しま
す。それに伴い一部の地域で
収集日が変わります。

不燃ごみと資源、古紙の収集
日・回数を毎月固定します。

現在の収集休止日５月３日～
５日・12月29日～１月３日
を、12月31日～１月２日の
みとします。
※プラスチック製容器包装は
１月３日まで収集休止

・効率的な収集による収集時
間の短縮とごみの飛散抑制
・地区の特徴に合わせた指導
や啓発が可能に

かずはる

村谷和春さん（37）＝みたけ三＝
がとうございます」と感謝状をいただく
こともあり、微力ながらも子どもたちの
成長に貢献できるこの仕事に誇りを感じ
ています。
子どもは次世代を担う宝。これからも、
子どもたちが明るく笑顔でいられるよう
なまちであり続けてほしいです。

次回は、村谷さんが紹介する人が登場します。

2.7㍍から飛び込む参加者。
目線の高さの分、より高く感
じます

国体競技に興味持って

【見直し後】
月２回
月１回

効果

・分かりやすい収集日による
違反ごみの減少

効果

・休日後にごみ集積所からご
みが溢れる状況の改善

いわて国体
水球は
！
９月５日から

飛び
込
９月 みは
９日
か
開催
です らの
！

希望郷いわて国体で行われる飛び込みと水球の各体験教
室（県水泳連盟など主催）が７月２日、市立総合プール
（本宮五）で開かれました。飛び込みには小学高学年の７
人が参加。水の抵抗を受けにくい体を真っすぐにした入水
姿勢を身に付け、教室が終わるころには2.7㍍の高さから
飛び込めるようになった子も。５人が参加した水球では、
ドリブルやシュートのコツを教わった後、試合で水しぶき
を上げながらボールを奪い合いました。参加した杉田一輝
君（津志田小５年）は「国体選手のシュートを間近で見て
迫力を感じたい」と観戦を楽しみにしていました。

市民伝言板
表

募集する職種や受験資格など
職種
区分 人数
受験資格
平成５年４月２日～平成11年４月１日生まれ。
高校卒
ただし、短大卒以上の学歴を有する人（平成29年
程度
３月31日までに卒業見込みも含む）およびこれと
数人 同等の資格を有する人を除く
一般事務職
平成３年４月２日～平成９年４月１日生まれ。
短大卒
ただし、大卒または平成29年３月31日までに大学
程度
卒業見込みの人を除く
平成３年４月２日～平成11年４月１日生まれ。
ただし、短大卒以上の学歴を有する人（平成29年
高校卒
程度
３月31日までに卒業見込みも含む）およびこれと
数人 同等の資格を有する人を除く
土木技術職
短大卒
程度

▼

【受験案内】受験案内と申込用紙は８月１日㈪から市
役所本館４階の職員課と同１階の窓口案内所、各支所
などに備え付けます。郵便で請求するときは、返信先
を記入し120円切手（速達希望の場合は400円切手）
を貼った返信用の角２封筒を同封し「受験案内請求」
と明記の上、８月16日㈫までに〠020-8530（住所不
要）市役所職員課へ送付してください
【申し込み】８月１日㈪～８月22日㈪の８時半～17
時半、職員課で受け付け。郵送は８月22日消印有効
【問】同課☎626-7505

休日収集の拡大

効果

▼

※試験会場は受験票と一緒に通知

収集パターンの固定化

不燃
２週に１回
資源
古紙 ４週に１回

みたけ地区で生まれ育ちました。通っ
ていた城北小周辺の道路脇には当時草む
らがあり、秋にはそこから虫の声が聞こ
えました。今と違って空き地が多く、近
所の子たちとよく野球などをして遊んだ
ものです。夏には父に雫石川へ水遊びに
連れて行ってもらい、泳いだり魚を捕ま
えたりしたことも思い出に残っています。
今は家業のパン屋で、家族と一緒に働
いています。盛岡市周辺の小・中学校向
けに給食用のパンを作ることが主な仕事。
食パンやコッペパンはもちろん、フルー
ツパンや米粉パンなどを作ることも。今
も昔も甘納豆パンが人気なのは変わらな
いですね。「いつもおいしいパンをあり

水泳２競技の体験教室が開催

収集日の変更

【見直し前】

はる な

市は、29年度採用の市職員を募集。募集する職種
や人数、受験資格は表のとおりです。
【試験日】９月18日㈰

第４回公演「あの年の盛岡1896」
では明治三陸大津波、第５回公演
「あの年の盛岡1933」では昭和三陸
大津波における人々の奮闘やくじけ
ない心、希望を描き、大きな反響が
ありました。
本公演では３部作の締めくくりと
して東日本大震災にスポットを当て、
当時の盛岡のさまざまなエピソード
を群像劇として描きます。

▼

さ あや

市職員を募集

３部作の完結編！

vol.51

堀間彩椰さん
越前春菜さん
＝盛岡北高１年＝ ＝盛岡北高１年＝

見直しの概要

29年６月から盛岡地域（都南地域・
玉山地域を除く）の家庭ごみ地区別収集
運搬体制を見直します。見直しによる影
響など詳しい説明を希望する場合は、町
内会・自治会単位で説明会を開催しま
す。詳しくは、資源循環推進課☎6263716へお問い合わせください。

演は

第６回公

もりおか今昔物語
しゅん

家庭ごみ地区別収集運搬体制
の見直し

ミスもあったが
あきらめず頑張
れた。本番では
仲間を信じて頑
張ります！

【問】同劇場☎622-2258

どの種目も自信
を持って演技で
きた。本番では
入賞を目指しま
す！

※往復はがきは１人につき１通のみ。
記載事項に不備があった場合は無効

ミスなく演技で
きた。本番で
は、感動できる
演技をしたいで
す！

こ

実戦に近い雰囲
気で演技ができ
た。チーム力を
高めて本番に臨
みます！

まき

【申し込み】
往復はがきに郵便番号と住所、
名前、電話番号、希望公演番号
（①～③）、希望枚数（２枚ま
で）を記入し、〠020-0873松
尾町3-1、盛岡劇場内「文士劇
実行委員会事務局」へ。９月９
日㈮必着。販売枚数を超えた場
合は抽選

▼

み ゆう

かつ ひこ

※振込手数料・郵送料は別途

まで、盛岡劇場☎622-2258
で電話または直接受け付け
【問】同劇場☎622-2258

と

こ

【費用】
3000円（全席指定）

盛岡ならではのテーマを取
り上げ、市民参加型の演劇を
行う「劇団モリオカ市民」。
来年３月４日・５日に上演す
る第６回公演「あの年の盛岡
2011」へ出演するキャスト
とスタッフを募集します。
【対象】
高校生以上（演劇経験は問い
ません）
【稽古期間】
11月上旬から週１～３回。公
演直前は回数が増える場合が
あります
【費用】3000円
【申し込み】８月19日㈮10
時から10月16日㈰の21時半

国体候補選手に
聞きました
in
体操・新体操
演技発表会
（７月２日）

あおぎい く

や

※座席の指定はできません

本番に近い雰
囲気で演技が
できて良かっ
た！

河合良優さん
＝盛岡となん支
援学校＝

み

キャスト・スタッフ募集

【先行販売の枚数】
３公演とも各100枚

緊張を力に変
えて良い演技
ができた！

仰郁人さん
＝㈱川徳＝

【公演日時】
①12月３日㈯17時半～
②12月４日㈰13時～
③12月４日㈰17時半～
【場所】
盛岡劇場（松尾町）
【内容】
第一部：現代物「もりおか物語
（仮題）」（映画「東京物語」よ
り）。フリーアナウンサーの畑中
美 耶 子さんや県内各局のアナウ
ンサーらが出演
第二部：「口上」。盛岡文士劇
実行委員会の役員が出演
第三部：時代物「みちのく平泉
～秀衡と義経～」。作家の高橋
克 彦さんや内館牧 子さんら、盛
岡市内外で活躍する文士が出演

の
演技発表会
て！
感想を教え

挑戦から生ま
れたミスがあ
った。本番は
ノーミスでい
きます！

（右から）
かず と
上平和人さん
ま
菊池駿馬さん
まさなお
佐々木祐直さん
＝３人とも
盛岡南高３年＝

12月に開催される盛岡文士劇のチケットを先行販
売します。毎年人気のチケットを一足先に手に入れる
チャンスです。なお、一般発売は10月です。

取材

突撃

▼

「劇団モリオカ市民」公演

1
9
3
3

子どもたちが
笑顔でいられるまちに

盛岡文士劇チケット先行販売

第５回公演「あの年の盛岡
」の様子

第６回

平成元年４月２日～平成９年４月１日生まれ。
ただし、大卒または平成29年３月31日までに大学
卒業見込みの人を除く

身体障がい者を対
数人 昭和62年４月２日～平成11年４月１日生まれ
象とした一般事務職

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。

●ボクシングエアロ
日時 ８月11日㈭19時半～、８月27日
㈯14時～ 場所 ミナノボクシングジム
（安倍館町） 内容 エアロビクスにボク
シングの動作を取り入れた有酸素運
動 対象 18 歳 以 上 定員 各2 0人 費用 各
500円 問 岡根さん☎645-6558
●親子体操教室無料体験会
日時 ８月23日㈫・30日㈫、10時半～
おか ね

広

最も高い10㍍の
飛び込み台からこ
わごわと下をのぞ
き込む参加者ら

いつ き

11時半 場所 プラザおでって（中ノ橋通
一） 内容 器具や道具を使用した運動
遊びやリズム体操など 対象 ２～３歳と
保護者 定員 各10 組 費用 無 料 申し込み
各体験会の前日までNPO法人いー
はとーぶスポーツクラブ☎622-1110
で先着順に電話受け付け
●白河桃子氏講演会と将来をライフ
デザインする意識啓発セミナー
日時 ９月11日㈰13時20分～16時半
場所 アイーナ（盛岡駅西通一） 内容
「なぜ結婚しない若者が増えている
のか」と題した講演など 定員 80人 費用
無料 申し込み 認定NPO法人いわて子
育てネット☎652-2910で先着順に電
話受け付け
●「羅針盤計画」演劇公演
日時 ９月17日㈯13時半～・18時～、
18日㈰13時半～（３公演） 場所 盛岡
とう こ

劇 場（松 尾 町） 内容 自主 演 劇 企 画
「破壊ランナー」の公演 費用 前売り：
大学生以下10 0 0円、一 般15 0 0円
（当日は各300円増） 問 羅針盤計画
制作部☎090-3752-5049
●チャリティーみちのく芸能大会
日時 ９月25日㈰11時～ 場所 盛岡劇場
（松尾町） 内容 カラオケや股旅舞踊、
新 舞 踊など 費用 無 料 問 山 崎さん☎
090-3333-4308
●各種無料相談会
日時 主に毎月第４土曜、13時～16時
場所 アイーナ（盛岡駅西通一） 内容 年
金や雇用保険、健康保険、NPOの会
計・総務・労務の相談など 費用 無料
問 NPO法人シニアパワーいわての中
村さん☎080-1663-8418
●ヨガを楽しむ会
日時 主に毎 週 水 曜、10 時 半～12時

飛び上がって力強くシュート
する水球の参加者

場所 桜城老人福祉センター（大通三）
かい とう

費用 １回500円※初回無料 問 海 藤 さ

ん☎080-1850-1928
●女声合唱団ラ・フローラ会員募集
日時 毎週木曜、
10時～12時 場所 河南公
民館（松尾町） 対象 女性 費用 月3000
円 問 國井さん☎624-4128
くに い

寄付
次の団体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。

■ハートフルワークいわて
（江見夏惠会長）
寄付金１万7300円。緑化活動のために。
え

み なつ え
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