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「カガミ」と呼ばれる皮の部分。仕入れた牛
革を指先の感覚だけを頼りに均一に削り、納
得のいく音になるよう調整。気温や湿度が上
がりすぎない盛岡の気候は太鼓作りに最適
で、夏場であれば半月ほどで完成します。
「自分が作った太鼓は一目で分かる」とい
う小松さん。縫い方などに作り手の特徴が現
れる手仕事の技を、将来の６代目に受け継
ぎ、独り立ちできるよう少しずつ仕事を教え
ています。
「丈夫な太鼓でも、長く使うには保管方法
が重要。適度に空気にさらし、皮の部分を床
に付けないように置くことが、良い音を保つ
秘訣」とは、叩き手に向けてのアドバイス。
黒地に赤い三角模様が美しいさんさ太鼓。
体に響く力強いその音には、受け継がれてき
た作り手の、熱い思いとこだわりが込められ
ています。

ー
理想の音を追い求めて

◆主な内容◆（平成28年８月１日号）

盛岡花火の祭典、玉山夏まつり、炬火集火式、
２～３ページ
秋まつり山車参加者募集、短歌甲子園

盛岡文士劇チケット先行販売、劇団モリオカ
市民参加者募集、家庭ごみ収集運搬体制の見
直し、市職員募集

４ページ

シェイクアウトに参加しよう！

８ページ

ひとし

８月１日号（No.1438）

盛岡の夏を彩る「盛岡さんさ踊り」。８月
１日から４日間行われる本番に向け、毎年街
のあちらこちらで、太鼓や笛を練習する音色
が響き渡ります。
城西町にある創業１９６年の老舗「小松太
鼓店」の５代目・小松仁さん（ ）は、市内
で数少ないさんさ太鼓職人の一人。小松さん
が太鼓作りに初めて関わったのは大学生の
頃。現在のさんさ踊りパレードが昭和 年に
始まったことがきっかけで、当時父親が営む
店に大量の注文が寄せられました。学生生活
を送っていた仙台から急きょ呼び戻され、父
親を手伝ったのが最初です。卒業後は跡を継
ぎ、太鼓作り一筋で今日まで来ました。始め
は大量注文に応えることに精一杯でしたが、
現在は「叩き手にとって理想の音を追及した
い」と質にこだわります。
太鼓作りの工程で最も神経を使うのは、

2016
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盛岡 花火の祭典
８月６日土

本大会55日前記念イベント

希望郷いわて国体・希望郷いわて大会

盛岡市炬火集火式
市内各所で採火された炬火の「炬火リ
レー」と、炬火を一つに集め「盛岡市の
火」を誕生させる「集火式」を開催します。

都南大橋たもと北上川河川敷で開催

【日時】８月７日㈰16時～17時20分
【問】国体推進局内、同実行委員会事務局
☎603-8009

イベントスケジュール
都南太鼓
乙部さんさ踊り
見前中「見中ソーラン隊」
三本柳さんさ踊り
ブルズダンサーズ
花火打ち上げ

※小雨決行。荒天時は７日㈰の同時刻に延期

会場（地図のとおり）に入場するには入場料
（当日400円）が必要になります。また、会場
内には、ゆっくり観覧できる有料観覧席を設け
ています。
★有料イス席（パイプイス）：当日1600円
★指定席（コンパネ敷き）：当日1600円
※いずれも入場料を含む

【行き】盛岡駅前→盛岡赤十字病院前の路線バ
スを増発。例年、17時台の便は大変混雑するた
め、15時台・16時台の利用にご協力ください
【帰り】盛岡赤十字病院前→仙北町→盛岡バス
センター→盛岡駅の路線バスを20時半～21時
20分に随時運行
※運賃は岩手県交通へご確認ください

問い合わせ
同実行委員会（盛岡商工会議所都南支所内）
☎638-3399
地図 駐車場と交通規制

無料駐車場とシャトルバス

N

▼

会場

●

●

●

クロステラス
盛岡

橋

開運

カラオケ
コート・
ダジュール前
走者 一般

●

音頭上げ
笛

ドコモ
ショップ前

走者

いわて大会
出場予定選手

●

野村証券前

●

走者

昭和45年岩手
国体出場選手
カワトク ●

サンビル前

走者

いわて国体
出場予定選手

ゴール

●
桜山神社 ●
もりおか ●
館
歴史文化館

啄木生誕の地で高校生たちが熱い戦い

盛岡市・玉山村合併10周年記念、石川啄木生誕130年

短歌甲子園2016
大会日程
期日

場所
時間
姫神ホール（渋民字鶴塚） 14時～15時
８/17㈬
盛岡劇場（松尾町）
19時～19時半
10時～17時半
８/18㈭ 盛岡劇場（松尾町）
13時～16時半
９時半～11時
11時35分～12時35分
13時５分～35分
８/19㈮ 盛岡劇場（松尾町）
13時40分～14時10分
14時35分～45分
14時45分～15時
15時～16時

内容
団体戦組み合わせ抽選会
開会式
団体戦１次リーグ
個人戦予選（観客投票）
団体戦決勝トーナメント１回戦
団体戦決勝トーナメント２回戦
個人戦決勝
団体戦決勝トーナメント準決勝
もりおかの短歌受賞作品紹介※
団体戦決勝トーナメント決勝
閉会式・表彰式

我の名を忘れてしまった祖母は今

全国高校生短歌大会（短歌甲子園
2016）を開催します。今年は、北
海道から福岡県まで36校の高校生
歌人が参加。石川啄木が生まれ育っ
た地で熱戦を繰り広げます。みずみ
ずしい感性で短歌を詠む高校生をぜ
ひ会場で応援してください。特別審
査員は歌人の小島ゆかりさん。
【問】観光交流課内、同大会実行委
員会事務局☎613-8391

観覧
無料
微笑んでいる

2［広報もりおか 28.８.１］

※渋民運動公園会場内には許
可車両以外駐車できません

ポニー馬車

山車の
引き手

対象
定員
誰でも参加できます
※希望日だけの参加も可。小 200人
学３年生以下は保護者同伴
３日間とも参加できる小学４
35人
～６年生
３日間とも参加できる中学生
各20人
以上

桜満開

※荒天時は、屋台出店と花火のみを７日㈰に延期。屋台出
店は18時から、花火打ち上げは19時40分から行います

★臨時無料駐車場
渋民中校庭と玉山総合事務所、石川啄木記念館、
ＪＡ新いわて玉山支所を臨時駐車場として
開放します

－

岩手を拠点に活動するダ
ンスアイドルグループの
Ｂ ｆａｍ

の様子
の同まつり
写真は昨年

イベントスケジュール
開始時間
イベント
屋台出店・ポニー馬車運行・大型遊具（ふ
14：00
わふわ）受け付け・保育園児のお遊戯
14：20 カナロア フラによるフラダンス
県立大ダブルダッチサークルによるパフ
15：00 ォーマンス
15：35 B-famによるダンスパフォーマンス
16：10 消防団による「梯子乗り」
16：45 ゆかたコンテスト
17：30 松本哲也ミニライブ
18：45 玉山音頭・さんさ踊り・盆踊り
花火打ち上げ（市内の小中学生がデザイ
19：40
ンした花火もあり）＊20時半終了

【問】
玉山総合事務所
産業振興課
☎683-3852

▲

渋民運動公園（川崎字川崎）で開催

木伏緑地
走者 中学生

セブン
イレブン前
走者 小学生

16時半〜16時50分ごろ
交通規制を実施

シンガーソングライター
の松本哲也さん

８月６日土

ホテルパール
シティ前
走者 高校生

スタート

至盛岡駅

盛岡市・玉山村合併10周年記念

秋まつり山車の募集区分など

募集区分

昨年の短歌甲子園の様子。 昨年の最優秀作品（個人戦）
団体の部で盛岡四高が初
青森県八戸高 小川青夏さん
優勝を果たしました

玉山夏まつり

至乙部

表

もりおか歴史
文化館前広場

迂回（うかい）路

９月14日㈬～16日㈮に開催する「盛岡秋
まつり」。今年も、盛岡観光コンベンション
協会が運行する山車の参加者を募集します。
募集区分などは表のとおり。食事とはんてん
は同協会が用意しますが、はんてんを除く祭
り装束は各自で用意してください。小太鼓打
ちと音頭上げ、笛に参加する人は、９月１日
㈭からの練習会（全10回程度）に必ず参加
してください。
【参加料】参加日数にかかわらず１人3000
円。小学生未満で食事（昼食など）を希望し
ない場合は500円
【申し込み】往復はがきに住所と名前（ふり
がな）、性別、年齢（学校名・学年）、日中
連絡が取れる電話番号、募集区分、引き手の
場合は希望する日も記入し、〠020-0871中
ノ橋通一丁目１-10、盛岡観光コンベンショ
ン協会山車係へ。はがき１枚に付き１人まで
（親子で参加する場合もそれぞれでお申し込
みください）
【申込期限】小太鼓打ちと音頭上げ、笛は
８月15日㈪必着、引き手は８月31日㈬必着。
いずれも定員を超えた場合は抽選
【問】同協会☎604-3305

昨年の同協会の山車

都南中央橋

盛岡 参加者募集
秋まつり山車

小太鼓打ち

川
北上

●都南病院

「ふるまい・販売会」も開催！
【時間】16時～17時20分
【場所】もりおか歴史文化館前広場
【内容】行者にんにく入りフランクフルトや
砂子沢地区産アロニアを使ったジュースの
試飲・販売など。国体の来場者に提供予定の
「つぶつぶ盛岡りんごちょっぴりサイダー」
の振る舞いも（16時～。無くなり次第終了）

【時間】16時半～16時50分
【コース】木伏緑地～もり
おか歴史文化館前広場（内
丸）の約1.6㌔㍍（地図のと
おり）

炬火リレーのコース

●

至矢巾

うすざわ

地図

︵東口︶

②
キャラホール

「国体応援フェスティバル」も開催！
【時間】11時～15時【場所】木伏緑地
【内容】市内団体によるステージ発表や
演奏、フードコーナーなど

炬火リレー

【時間】18時～21時半
【区間】国道４号津志田
交差点～国道396号都南
大橋東たもと交差点と、
盛岡赤十字病院南側交差
点～ふれあいランド岩手
南側交差点

▼

都南分庁舎
●

ふれあい
ランド岩手

中央
卸売市場

●岩手飯岡駅

盛岡南ＩＣ

①

【時間】16時20分～17時20分
【場所】もりおか歴史文化館前広場
【主な内容】
●オープニングセレモニー（わんこダン
スと県警察音楽隊の演奏）
●集火セレモニー（炬火リレーの最終ラ
ンナーが到着次第）
●一般公募された盛岡市炬火名の発表と
入賞者の表彰
●国体・大会出場選手代表挨拶
●歌手の臼澤みさきさんによる国体・大
会イメージソングの披露

車両の通行止め

６号
３９
国道

北上川

盛岡赤十字病院 ●

③

●

★シャトルバス
【行き】17時～19時：中央卸売市場→日本赤
十字病院前、岩手飯岡駅→盛岡赤十字病院前
【帰り】20時20分～21時半：盛岡赤十字病院
前→岩手飯岡駅→中央卸売市場
【片道料金】小学生以下150円、中学生以上
300円

【時間】16時～16時半
【場所】木伏緑地（盛岡駅前通）
【主な内容】
●オープニングセレモニー（桜城小金管
バンドクラブの演奏）
●各地区の炬火紹介
●トーチ点火

迂回（うかい）路
ジャムフレンド ●
盛岡南店

国道４号

ＪＲ東北本線

※ふれあいランド岩手には駐車できません

炬火集火式

至茶畑

都南大橋

●炬火（きょか）ってなぁに？
オリンピックの聖火に当たるもので、国体・
大会期間中、選手たちを見守るシンボルにな
ります。炬火のもとになる火
を起こすことを「採火」、そ
の火を一つに集めることを
「集火」といいます

炬火リレー出発式

※主催は盛岡駅前東口振興会

南大橋

迂回（うかい）路

至流通センター

★無料駐車場
①中央卸売市場（600台）※シャトルバス発着所
②キャラホール（350台）
③ジャムフレンド盛岡南店の道路沿いの一部
（240台※18時前に駐車してください。18時
～21時半は交通規制あり）

写真は昨年の
同祭典の様子

入場料・有料イス席・指定席

臨時バス（有料）

▼

17時45分～18時
18時５分～18時20分
18時25分～18時35分
18時40分～18時55分
19時～19時15分
19時25分～20時半

け ん ら ん

豪華絢爛な山車が街を練り歩く

※もりおかの短歌（うた）：市民や観光客が啄木のふるさと・盛岡で感じたことなどを詠んだ短歌
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▼
▼
▼

広

告
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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

告
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もりけんに挑戦（27年度３級問題）❺（正解は８ページに掲載）
材木町の「よ市」は、４月から11月までの何曜日に開催されていますか。
①土曜日 ②日曜日 ③月曜を除く毎日 ④水曜日と金曜日

情報インデックス

ころも

●リハビリ無料相談会

●「衣」からみる農家のくらし

●こどもエンゲキ体験・夏組発表会

【日時】８月25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】９月19日㈪まで、
９時～16時【場
所】都南歴史民俗資料館（湯沢１）
【内
容】昭和の農家の作業着を中心に衣服を
展示【費用】無料【問】同館☎638-7228

●成年後見相談

●もりおかマチナカ屋台村

【日時】８月９日㈫・23日㈫、13時半～
16時【場所】成年後見センターもりおか
（菜園一）
【費用】無料【申し込み】同
センター☎626-6112へ電話予約

【日時】８月１日㈪～４日㈭、15時～20時
50分【場所】もりおか歴史文化館前（内
丸）
【内容】盛岡広域圏や沿岸被災地な
どの特産品や海産物の浜焼きなどを販
売【問】盛岡まちづくり㈱☎605-8886

●補聴器無料相談会
【日時・場所】８月17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

●子育てを楽しく

▲

催

し

表１

●子ども科学館で遊ぼう
子ども科学館（本宮字蛇屋敷）で表

もりおか歴史文化館の各種イベント
イベント名
内容（費用）
企画展「南部鉄器～時 伝承の技で生み出された南部鉄
代を超えた鐵（くろが 器の美しさを近世以降の作品な
ね）の美」
どを通して紹介（入館料が必要）
同展について、学芸員が解説
ギャラリートーク
（入館料が必要）
正面玄関や展示室内に飾ったさ
歴文館 七夕まつり
さ竹に短冊をつるす（無料）
今日からできる！
輪踊りへの参加を目標に、ビデ
盛岡さんさ踊り体験 オを見て踊りを練習（無料）
夏休み自由研究相談室 盛岡の歴史・文化を中心にした
※開催前日18時まで 自由研究の相談（無料）
に電話申し込み
【対象】小学生

広

告
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日時
９/25㈰までと９/29㈭
～11/３㈭、９時～19
時※11月は18時まで
８/14㈰・10/９㈰
13時半～14時
８/１㈪～７㈰
９時～19時
８/１㈪～４㈭
16時～19時
８/７㈰～13㈯
10時半～12時と13時
～15時

定員
なし
先着
20人
なし
なし
各回
10人

【日時】
８月11日㈭～14日㈰、10時～16時
【場所】志波城古代公園（上鹿妻五兵衛
新田）
【内容】投げつぼや貝合わせなど古
代の遊びや、火起こし体験や竹とんぼな
ど【費用】無料【問】同公園☎658-1710

●手づくり村開業30周年記念
盛岡広域・ふるさと夏まつり

レ

ニ

ー

ビ

ー

ごぶんのよん

●科学談話会「遺伝の話」
【日時】８月26日㈮18時半～20時【場
所】市立図書館（高松一）
【内容】岩手
医科大の山本佳世乃助教が遺伝につい
て講演【費用】無料。当日会場へどうぞ
【問】同館☎661-4343
か

よ

の

●講演
「岩手国体を応援しよう！」

【日時】８月13日㈯～15日㈪、９時～16
時【場所】盛岡手づくり村（繫字尾入野）
【内容】繭細工やとんぼ玉などの手作り
体験や、屋台コーナー、来場者参加イベ
ントなど【問】同手づくり村☎689-2201

【日時】８月27日㈯10時～11時半【場
所】中央公民館（愛宕町）
【内容】つな
ぎ温泉「四季亭」の林晶子さんが、おも
てなしの心や岩手国体の盛り上げなど
について講演【定員】100人【費用】無料
【申し込み】８月３日㈬10時から、同館
☎654-5366で先着順に電話受け付け

●動物公園へ行こう

●アーティストとワークショップ

動物公園（新庄字下八木田）で次の
表２

あき こ

盲ろう者一人一人のコミュニケーショ
ン手段の違いや介助方法などを学ぶ講
習会を開催します。【日時】９月４日㈰
～12月10日㈯、主に10時～15時半、全
10回【場所】アイーナ（盛岡駅西通一）
【対象】18歳以上【費用】1728円【申
し込み】岩手盲ろう者友の会の佐々木
聖子さん☎090-6781-5054で電話か
ファクス606-1747で受け付け
せい こ

●市民ふれあいボウリング
【日時】10月５日㈬13時～15時【場所】
ビッグハウススーパーレーン（津志田町
一）
【内容】全日本ナショナルチームと県
の国体代表の選手と一緒にプレー【対
象】市在住か在勤、在学の小学生以上
※中学生以下は保護者同伴【定員】60
人【費用】無料【申し込み】８月５日㈮９
時から、競技運営課☎603-8026で先
着順に電話受け付け

お知らせ

【日時】９月３日㈯～10日㈯（７日㈬を

子ども科学館の各種イベント
イベント名
内容（費用）
日時
定員
マーブル模様のオリジナルうち ８/６㈯・７㈰・11㈭・
スペシャルワークシ
わを作る（各250円）
20㈯・21㈰、10時半～ 各回
ョップ「マーブリン
※各日９時から先着順に整理券 と11時半～、14時半～、 20人
グうちわ」
を１人１枚配布
15時半～※各30分間
①８/６㈯18時～18時半、 ①②
①星と音楽のプラネタリウム
各回
ナイトミュージアム
８/６はアニメ、９/３は月の ９/３㈯19時～19時半
※ ① は 1 7 時 半 か ら 歌の特集（４歳～中学生200 ②８/６㈯19時～19時半、 160
９/３㈯18時～18時半
人
受付でチケットを 円、高校生以上500円）
販売
②今夜の星空みどころ案内（無料） ③８/６㈯19時半～21時、 ③
③星を見る会（無料）
９/３㈯18時半～20時
なし
サイエンスショー
複数の物を混ぜて起こる「化学 ８/７～９/４の日曜と８
なし
「まぜてポン！」
変化」を観察（無料）
/11㈭、13時～13時15分
プラネタリウム特別 星の神話に登場する昆虫や植物
各回
８/10㈬～16㈫
投映「むしむし星空 たちの世界の物語（４歳～中学
160
16時半～17時
大行進」
生100円、高校生以上300円）
人
高木先生の実験工作 岩手大の高木浩一教授との楽し
①８/13㈯②８/14㈰③８
教室
い実験と工作
/15㈪、９時15分～と11 各回
①振動おもちゃ
（①各200円②各500円③各
時15分～、14時15分～ 20人
②ソーラーランタン 100円）※各日９時から先着順
※各１時間
③空き箱分光器
に整理券を１人１枚配布
ワークショップ
面白い動き方をする磁石のおも ８/28㈰・９/４㈰、10時 各回
「ゆらゆらＵＦＯ」 ちゃを作る（各150円）
半～12時と14時～15時半 25人
宮沢賢治生誕120周 声優の藤原啓治さんによる「グス
８/28㈰
各
年記念「声優×プラ コーブドリの伝記」の朗読など
15時半～16時半と17時 160
ネタリウム朗読会～ （各2000円。イープラスでチケ
～18時
人
賢治の時間」
ット発売中）
①児童の夏休みの研究を発表
①９/３㈯９時～11時
①160
市小学校児童理科作
②児童が作成した理科工作など ②９/３㈯・４㈰、９時～
人
品展示研究発表会
を展示（①②とも無料）
16時半
②なし

市は、アイスアリーナ（本宮五）のネー
ミングライツ・パートナーを㈱タカヤに、
愛称を「盛岡タカヤアリーナ」に決定しま
した。
【問】スポーツ推進課☎603-8013

●総合プールの利用制限
市立総合プール（本宮五）は、８月20
日㈯まで屋外サブプールのみの営業と
なります。また、岩手国体開催に伴い、
８月21日㈰から９月17日㈯まで利用で
きません。
【問】同プール☎634-0450

●各種手当の更新時期です
次の手当を受けている人は、更新手
続きが必要です。送付した案内に記載
の書類と印鑑を持参し、指定された日
時・場所で手続きしてください。
■児童扶養手当：子が18歳になる年度
末まで支給。所得制限があります。な
お、次に当てはまる人で同手当を受けて
いない人は、子ども未来課☎613-8354
へご相談ください。①離婚などで父か
母がいない子の親②父か母の心身に重
度の障がいがある子の親③上記①か②
の親に代わって子を養育している人
■障がい者関係の手当と主な対象
特別児童扶養手当：心身に障がいがあ
る20歳未満の子を育てている人 障害
児福祉手当：心身に重い障がいがある
20歳未満 特別障害者手当：在宅で
極めて重い障がいがある20歳以上※い
ずれも、長期入院中や社会福祉施設に
入所している人などを除く【問】障がい
福祉課☎613-8346

●キャラホール喫茶室の
経営者募集
キャラホール（永井24）で営業する
喫茶室の経営者を８月31日㈬まで募集
します。詳しくは、生涯学習課☎6399046へお問い合わせください。

●盛岡舟っこ流しの担ぎ手募集
盛岡舟っこ流し協賛会は、８月16日
㈫16時から明治橋たもとの北上川河川
敷で開催する、舟っこ流しの担ぎ手を
募集します。
【対象】高校生以上で泳げ
る人【費用】無料【申し込み】往復はが
きに住 所と名前、性別、勤務 先（学 校
名・学年）、電話番号を記入し、〠0200863南仙北三丁目17-15、盛岡舟っこ
流し協賛会の佐藤修 さんへ郵送。はが
き１枚に付き２人まで【問】佐藤さん☎
070-5621-6210
おさむ

●市発注の小規模修繕契約への
参加を受け付け
【受付日時】
８月19日㈮～９月５日㈪、
９
時～16時【対象】市内に主たる事業所が
広

●戦没者の追悼サイレン
戦没者の冥福を祈り、次の日時に１分
間、市役所屋上と玉山地域の防災無線
で追悼サイレンを鳴らします。 広島の
原爆投下：８月６日㈯８時15分 長崎
の原爆投下：８月９日㈫11時２分 終戦
記念日：８月15日㈪12時【問】総務課
☎626-7513
▲ ▲

もりおか歴史文化館（内丸）で表１の
とおりイベントを開催します。なお、８月
16日㈫は開館し、８月23日㈫は休館し
ます。
【問】同館☎681-2100

▲

●もりおか歴史文化館へ行こう

■

【日時】８月16日㈫まで、11時～18時※
入場は17時半まで【場所】もりおか町家
物語館（鉈屋町）
【内容】昭和を象徴す
るお化けが勢ぞろい【費用】中学生以
下300円、一般600円※チラシ持参で
各100円引き【問】同館☎654-2911

▲

●町家のお化け屋敷
～昭和のおばけ大集合～

●古代の遊びでたのしもう！

【日時】
８月17日㈬19時～21時【場所】盛
岡劇場（松尾町）
【出演】L enney B ee、
テキーラサンライズ４/５【費用】前売り
1000円、当日1200円。小学生以下無料
【問】同劇場☎622-2258

●盲ろう者向け通訳・
ガイドヘルパー養成講習会

●アイスアリーナの愛称が決定

務住民課に持参。同カードを持っている
人には500ポイントを、持っていない人
にはカードの無料発行と200ポイントを
付与【問】くらしの安全課☎603-8008
か経済企画課☎613-8389

図

●運転免許の自主返納者へ
MORIO-Ｊポイントを付与
市に住民登録があり、８月１日以降に
運転免許証を自主返納する65歳以上の
人へ、MORIO-Ｊカードのポイントを付
与。１ポイント１円として加盟店で利用
できます。
【申し込み】免許証返納の際
に運転経歴証明書の交付を受け、市役
所本館６階のくらしの安全課か都南総
合支所地域支援係、玉山総合事務所税
モ

リ

オ

書

■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎えほんのへや
【日時】８月４日㈭・11日㈭15時半～
16時【対象】幼児～小学２年生
◎おはなしのじかん
【日時・対象】８月13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
◎児童文学を読む会
【日時】
８月17日㈬10時～12時【内容】
「ど
こからも彼方にある国」
（あかね書房）
■都南図書館（永井24☎637-3636）
◎真夏のこわいおはなし会
【日時】８月10日㈬14時～15時
【対象】５歳～小学生
◎おとぎのへや
【日時】毎週土曜、14時半～15時
【対象】幼児～小学生
■渋民図書館（渋民字鶴塚☎683-2167）
◎えほんのへや
【日時】８月18日㈭15時半～16時

【対象】小学１年～３年生
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
◎わくわくおはなし会スペシャル
【日時】８月６日㈯11時～12時
【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】８月10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】８月６日㈯10時半～11時40分
【内容】
「ミッキーマウス～ミッキーの船
長さん」
「一休さん」など３本
■松園地区公民館（東松園二☎661-8111）
◎家庭教育支援事業・あそびの広場
【日時】
８月10日㈬10時～12時【内容】フ
ルートやギター演奏を聞きながらのおも
ちゃ遊びなど【対象】０歳～就学前の子

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
８/７ 小山田接骨院
（東松園二）663-2574
８/14 ひかり整骨院中ノ橋（中ノ橋通一）651-0480
８/21 小笠原整骨院（好摩字上山）682-0106
８/28 接骨院りゅう（本宮一） 636-0066

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
内

８/７
㈰

外
小
歯

薬

▲

市立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
支援センター☎651-8580 ぴよぴよル
ーム【期日・場所】８月２日㈫は高松地区
保健センター（上田字毛無森）、26日㈮
は飯岡地区保健センター（下飯岡８）
【対
象】０歳の子と保護者 にこにこルーム
【期日・場所】８月18日㈭は都南公民館
（永井24）、19日㈮は高松地区保健セ
ンター、30日㈫は上堂児童センター（上
堂三）
【対象】０歳～３歳の子と保護者
マタニティサロン【期日】８月31日㈬【場
所】とりょう保育園（肴町）
【対象】初妊婦
【申し込み】同支援センターへ電話予約
市立保育園の一斉開放（13園）
【日時】８月９日㈫・16日㈫・23日㈫、９
時半～11時【対象】０歳～就学前の子と
保護者や妊婦

【日時】８月７日㈰15時～15時40分【場
所】盛岡劇場（松尾町）
【内容】６日間の
ワークショップで子どもたちが作り上げ
た演劇の発表会【費用】無料。当日会場
へどうぞ【問】同劇場☎622-2258

●もりげきライヴ

ある法人か個人。市競争入札参加資格
者名簿に登録している場合は申請できま
せん。詳しくは、市公式ホームページをご
覧ください【問】契約検査課☎626-7516

▼

【日時】８月28日㈰まで、10時～17時※
入場は16時半まで【場所】市民文化ホー
ル（盛岡駅西通二）
【内容】ビートたけし
ほか、海外アーティスト２人による東日本
大震災復興支援の絵画展【費用】小学～
高校生500円、大学生・一般1000円。未
就学児無料【問】同ホール☎621-5100

除く）、14時～15時半【場所】もりおか
町家物語館（鉈屋町）
【内容】全国で活
躍する講師と日替わりでさまざまなア
ート体験【定員】各20人【費用】各500
円。申込方法など詳しくは、いわてアー
トプロジェクト2016実行委員会事務局
☎613-7781へ問い合わせるか、同実行
委員会のホームページをご覧ください

▼

【日時・場所】８月９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

２のとおりイベントを開催します。なお、 イベントを開催。いずれも入園料が必要
９月３日㈯10時半からのプラネタリウム
です。【問】動物公園☎654 - 8266
は休止します。
【問】同館☎634-1171
動 物たちに夏の冷たいおやつプレゼ
ント【日時】８月13日㈯・14日㈰、11時
●夏休み先人調べ学習サポート
～13時 作ってみよう アルファベット
動物パズル【日時】８月14日㈰13時半
【日時】８月５日㈮～７日㈰、10時～16
～15時【定員】先着30人【費用】500円
時【場所】先人記念館（本宮字蛇屋敷）
【申し込み】動物資料館１階で開始10
【内容】自由研究で先人を調べる小・中
分前から先着順に受け付け
学生を同館ボランティアが手伝う
【費用】
入館料が必要【問】同館☎659-3338
▲

●夜間納付相談

●未来絵プロジェクト巡回展
「絵のちから」

▼

談

▲

相

内
外
小
８/11
歯
㈭
薬

内
外
小
８/14
歯
㈰
薬

名称
盛岡友愛病院
真山池田医院
みやた整形外科医院
森田小児科医院
じろう歯科クリニック
かつら薬局
アヤメ薬局
リリィ薬局盛岡北店
調剤薬局アスティこうの
緑が丘薬局
あさくらクリニック
中島内科クリニック
むろおか骨粗鬆症・整形外科クリニック
もりおかこども病院
大館歯科クリニック
ソレイユ調剤薬局
まやま薬局
村源薬局
こなん薬局
鎌田内科クリニック
前川内科クリニック
たにむらクリニック
みうら小児科
岡村歯科医院
あざみ薬局本宮店
アート薬局
クローバー薬局
なかのユニオン薬局

所在地
永井12-10
本町通三丁目19-32
上堂二丁目４-12
緑が丘四丁目１-60
開運橋通１-21
永井13-17-３
本町通三丁目19-31
上堂二丁目４-11
緑が丘四丁目１-50
緑が丘四丁目１-60
茶畑一丁目８-２
月が丘二丁目８-30
菜園一丁目11-１エスビル菜園４階
上田字松屋敷11-14
大館町26-50
茶畑一丁目８-20
月が丘三丁目40-37
肴町６-２
上田字松屋敷23-３
本宮二丁目20-１
新田町９-11
本宮字小板小瀬13-２
中野一丁目16-10
大通二丁目６-14
本宮二丁目20-18
新田町９-15
本宮字小板小瀬13-３
中野一丁目21-１

電話番号
638-2222
623-7151
656-6350
662-3326
622-4755
614-2061
654-1401
681-0165
662-2877
662-3458
621-3322
646-1903
613-2760
662-5656
646-6825
652-2822
681-1159
623-1211
664-1115
636-1725
624-3313
601-2990
622-9591
625-8241
631-2888
622-7881
656-2011
652-6587
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誰でもできる！

９/１

どこでもできる！

準備がいらない！

とは

防災の日

シェイクアウト

盛岡市公式ホームページ

地震災害を想定し
、身を
守る３つの安全確
保行動
を一斉に行う訓練
です

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

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！

協力：日本シェイクアウト提唱会議

市は、市全域を対象に、参加者３万5000人を目標とする防災訓練、
たいに
当日み
「シェイクアウト」を実施します。災害時に取るべき行動や日頃の防
シェイクアウトをやってみた
災について考えるきっかけとして、ぜひ参加しましょう。
【日時】９月１日㈭11時～（１分程度の訓練です）

２、訓練当日は…

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。
訓練当日

盛岡地域に
震度６弱の
地震発生！

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

（７ページに掲載）の答え
①土曜日

▼

▼

安全確保行動：「震度６弱の地震発生」の想定のもと、ラヂオもり
おか（FM76.9MHz）での放送や、いわてモバイルメール（市災害情
報）によるメール配信で訓練開始の
合図をします。地震発生時に身を守
る３つの基本行動「まず低く」「頭を
守り」「動かない」を実践しましょう
プラスワン訓練：さらに、自宅や各施設周辺の避難場所と危険箇所
の確認、備蓄品の再点検などのプラスワン訓練を追加で実施しましょう
例：避難訓練、安否確認訓練、家具の転倒防止、応急救護訓練など

盛岡市公式フェイスブック

https://www.facebook.com/
moriokashi

ラヂオもりおかやいわて
モバイルメールから訓練
開始の合図が！

事前の参加登録をお願いします（下記のとおり）。昨年10月ごろ
に各家庭へ配布した「みんなの防災手帳」や市公式ホームページ
などで地震災害の特徴や災害時に取るべき行動を学習しておきましょう

事前に

▼

１、訓練前は…

みんなの防災手帳（緑色）

▶

何をすれば
いいの？

ふむふむ

【場所】それぞれの自宅・学校・職場など
【問】危機管理防災課☎603-8031

「みんなの防災手帳」
で防災について学習

盛岡市公式ツイッター

https://twitter.com/moriokashi

スマートフォン
で参加登録をし
ました

※当日参加できない場合は、８月18日～31日の間に実施しましょう

パソコンやスマホからどうぞ

▼

に参加しよう！

もっと知りたい！盛岡

●シェイクアウト

編集後記

１分間は
動かない！

３、訓練後は…

！
下へ
机の 実践！
に
か
速や 保行動を
確
全
安

さんさ踊りや七夕、花火大会、
舟っこ流しなど盛岡の夏は催し
が盛りだくさんですね。それぞ
れの催しを準備される方々に感
謝しながら、その模様を撮影し、
楽しみたいと思います。（よ）

自分が取った安全確保行動をしっかり振り返りましょう。また、アン
ケートに協力をお願いします。アンケートは市公式ホームページでご
回答ください（９月２日から16日まで受け付け） ８ 月

▶インターネットによる申し込み：市公式ホームペー
ジの「盛岡市シェイクアウト」応募フォームから登録し
てください。携帯電話・スマートフォンはこちらから登
録できます
▶郵送・ファクスによる申し込み：市役所本館１階の窓口案内所や別
館５階の危機管理防災課、各支所などに備え付けの参加登録票に必要
事項を記入し、〠020-8530（住所不要）市役所危機管理防災課へ郵
送またはファクス622-6211してください。８月31日㈬17時必着
広
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！
を確認

非常口

その後は
棚から物が落ちそ
うで危険だ…

参加登録

発行：盛岡市

31日
1
登録
をお 7 時 ま で
願い
に
しま
す

プラスワン訓練
をやって終了！

★当日のシェイクアウト終了後はアンケートに
協力をお願いします
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