炬火リレーの出発を盛り
上げた桜城小金管バンド
クラブの演奏
▼

たくさんの人に見送
られて出発する中学生
の走者

炬火リレー出発式で、自分の地区の火をト
ーチにともす各地区代表者。10地区ごと
に１本のトーチへ点火

至 盛岡駅

2016

広報

スタート
木伏緑地

９月１日号（No.1440）
きっぷし

川

北上

橋
開運

きょ か

盛岡市炬火集火式（希望郷いわて国体・希望郷いわて大会盛岡市実行
委員会主催）が８月７日、内丸のもりおか歴史文化館前で開かれました。
７月までに市内全30地区などでおこした炬火を一つにまとめるイベ
ントで、本大会開幕55日前に合わせて開催。炬火リレー出発地となっ
た盛岡駅前通の木伏緑地では、各地区の代表者がそれぞれの炬火をトー
チへと移しました。火は、公募で選ばれた市民と国体・大会出場予定選
手計21人によるトーチリレーで市内約1.6キロを巡り、もりおか歴史文
化館前に到着。待ち受けた谷藤裕明市長のトーチに炬火がまとめられ誕
生した「盛岡市の火」は、下米内二丁目の豊川三郎さん（85）が応募
した「盛岡の未来をかざす 希望の火」と名付けられました。
オリンピックの聖火に当たる炬火。盛岡市民約3300人がおこした炬
火は県内各市町村の炬火と共に、いわて国体・大会の選手たちを見守る
シンボルとしてメイン会場の北上総合運動公園の炬火台にともされます。

高

校生

▼

へリレ

ホテルパー
ルシティ前

ー

小学生へリレー

さぶろう

セブンイレブン前
一

般へ

リレー

カラオケ
コートダジュール前

昭 和45 年の

野村証券前

手
国体

②
③

岩

①
④

出 場 選手へ

リ
レー

ドコモショップ前

いわ

て 大会

出

場
予

定 選 手 へリ

サンビル前

レ

ー
て

体出

へ

いわ

国

リレ

ー

盛岡城跡公園

ゴール

もりおか
歴史文化館前

▲

ペットボトルで装飾された盛岡城
も同館前にお目見え。風船のリリ
ースとわんこダンスでお披露目式
を盛り上げた、なでしここども園
の園児たち。夜はライトアップさ
れ、訪れる人たちを歓迎します

盛岡市炬火名

▲谷藤市長により炬火受皿に
ともされた盛岡市の火

盛岡の未来をかざす
希望の火

①国体のため架け替えられた亀ヶ池桟
橋を渡り、②ボランティアらが植栽し
た東北銀行本店前の花壇を通過する最
終ランナー③最終ランナーを出迎える
大勢の市民④谷藤市長のトーチへ火が
移され、盛岡市の火が誕生した瞬間

場予定選

手

◆主な内容◆（平成28年９月１日号）
国体・大会のイメージ
ソングなどを披露した
臼澤みさきさん

国体本大会特集

２～３ページ

盛岡秋まつり山車、岩洞湖まつり、手づくり村工房まつ
り、バスの日まつり、つどいの森感謝祭、志波城まつり、 ４～５ページ
秋のウオーキングイベント
ひとり親家庭のための法律相談、臨時福祉給付金などの
支給、玉山地域で分別収集、市街化区域変更素案の公表、
指定管理者聴き取り審査の公開、各種募集（子育て支援事 ６～７ページ
業、パブリックコメント、フルコレ2016出場者、老人作
品展出品作品、金婚慶祝会参加者）
消費生活情報えぷろん

８ページ

盛岡ライフストーリー、盛岡のプロスポーツ、市民伝言板 ９ページ
もりおか寸評（山形純菜さん）

12ページ

が見られる可能性も。冬季大会終了時点で岩手県の
総合成績は天皇杯（男女総合成績）第４位、皇后杯
（女子総合成績）第８位。ぜひ、競技会場に足を運
び、熱い声援を送りましょう！
【問】希望郷いわて国体・希望郷いわて大会盛岡市
実行委員会事務局☎603-8009

水泳
（競泳）

日時

成年男子

成年女子

少年男子A

少年女子

少年女子
ち

千葉すみれ選手

さ

よ

中島千咲代選手

一関一高１年

滝沢中３年

混雑が予想される競泳のみ、入場整理券
を配布します

少年男子
せいどう

杉村征導選手
盛岡商業高２年

飛込の競技日程【場所】市立総合プール（本宮五）
日時
９/９㈮９時半～ ９/10㈯９時半～
９/11㈰９時半～
成年男子
飛板飛込
高飛込
成年女子 高飛込
飛板飛込
少年男子 飛板飛込
高飛込
飛板飛込
少年女子 高飛込
共通
エキシビションダイビング

ら

紫波一中３年

400㍍自由形
50㍍自由形
400㍍メドレーリレー

と

100㍍平泳ぎ
200㍍個人メドレー
400㍍自由形

鎌田海斗選手
市立高３年

ボウリング
予選の上位８人（組）が決
勝に進出し、予選と決勝の合
計得点で争うボウリング。ピンの位置に
よりボールや投球方法を変え、狙ったピ
ンを的確に捉える技術は必見です。

成年女子
ゆ

み

こ

小笠原由美子選手

ムラタ
ボウリングの競技日程
【場所】ビッグハウススーパーレーン（津志田町一）
日時
10/６㈭８時～ 10/７㈮７時半～ 10/８㈯８時～ 10/９㈰７時半～
団体戦４人チーム
個人戦（予選） 個人戦（決勝）
成年
（予選）
個人戦（予選） 団体戦２人チーム 団体戦２人チーム
男子
団体戦２人チーム
（予選）
（予選）
（決勝）
団体戦２人チーム
個人戦（決勝）
成年
（予選、決勝）
個人戦（予選） 個人戦（予選） 団体戦２人チーム
女子
団体戦４人チーム
（予選）
（予選）
少年
個人戦（決勝）
個人戦（予選） 団体戦（予選）
団体戦（決勝）
男子
団体戦（予選）
少年
個人戦（決勝）
個人戦（予選） 団体戦（予選）
団体戦（決勝）
女子
団体戦（予選）

詳しくは、国体・大会盛岡市実行委員会ホームページをご覧ください

いわて国体

盛岡市

成年女子
かな こ

菅原要子選手

県ボウリング連盟
10/10㈪８時～
団体戦４人チーム
（決勝）

団体戦４人チーム
（決勝）

こ

10/４㈫９時半～
10/５㈬９時半～
成年男子（決勝） 少年男子（決勝）
成年女子（決勝） 少年女子（決勝）

少年男子

少年男子

ひびき

だい ち

山内響選手

中島大智選手

盛岡南高３年

盛岡南高１年

決められた技を１人ずつ演武し
競う「形」と、対戦形式の攻防で
有効のポイント数を競う「組手」があります。
見どころは各県５人のチームで行う組手団体戦。
各県の威信をかけた熱戦は注目です。

さと み

会期中、会場正面市道で交通規制を
実施します

ち さと

立花里美選手 金澤千怜選手
岩手クライミングクラブ

成年男子
けん た

近村健太選手

成年男子（重量級）
まさ や

石塚将也選手
盛岡市役所

空手道の競技日程【場所】県営武道館（みたけ三）
日時

10/９㈰９時～
成年男子（決勝）
少年男子（決勝）
少年女子（決勝）

カヌースプリントの競技日程
盛岡市役所
【場所】県立御所湖広域公園漕艇場（繫字除キ）
日時
10/７㈮10時～
10/８㈯10時～ 10/９㈰９時半～ 10/10㈪10時～
500㍍競技
200㍍競技
内容 500㍍競技（予選）
200㍍競技（決勝）
（準決勝、決勝） （予選、準決勝）

地域のブロック予
選を勝ち抜いた県などが参加。社会
人や大学生など独自のチーム編成
となっています。さまざまなフォー
メーションによるパスやドリブルな
どチームプレーと個人技どちらも楽
しめます。

ち

な

空手道

成年女子

サッカー

さ

み

10/９㈰９時～
成年男子（決勝）
競技 少年男子（予選、決勝） 成年男子（予選）
成年女子（決勝）
種別 少年女子（予選）
成年女子（予選）
少年女子（決勝）

注目選手

カヌースプリントは、姿勢とこ
ぎ方が異なる「カヤック」と「カナディア
ン」の２種類があり、静水面の直線コース
での着順を競います。パドルから上がる水
しぶきとスピード感が魅力です。

み ゆう

優香選手（仙台大３年）、河合良優選手（盛岡とな
ん支援学校職員）、前田早知子選手（県体育協会）、
桑名未奈選手（県スポーツ振興事業団）

リードの競技日程
【場所】県営運動公園（みたけ一）
日時
10/７㈮９時～
10/８㈯９時～

花巻警察暑

カヌー
（スプリント）
かい と

今野斗輝選手

川又和希選手

ボルダリングの競技日程
【場所】県営運動公園（みたけ一）
日時
10/７㈮９時～
10/８㈯９時～
成年女子（決勝）
競技 成年男子（予選）
少年男子（予選）
種別 成年女子（予選）
少年女子（予選）

少年男子

き

かず き

高さ５㍍のボルダー壁
に作られた４つの課題を
２人で合計いくつクリ
アできるかを競います。
次々と課題を攻略する選手たちのアク
ロバティクな動きが魅力です。

400㍍自由形
100㍍平泳ぎ
200㍍個人メドレー

少年男子

成年男子

山岳
（ボルダリング）

ゆう か

高さ15㍍のリード壁
をどこまで登れるかで成
績を競います。最新で迫力ある大壁面
で繰り広げられる、選手たちの天空の
パフォーマンスに期待がかかります。

ＣＰの競技日程【場所】県警察学校（青山一）
日時
10/２㈰９時半～
10/３㈪９時半～
10/４㈫９時～
ＣＰ60Ｍ（速射30発）
内容 ＣＰ60Ｍ（精密30発）
ＣＰ30Ｍ
ＣＰ60Ｍ（ファイナル）

50㍍自由形
400㍍メドレーリレー

か

【写真左から】鈴木春 香 選手（仙台大３年）、鈴木

山岳
（リード）

10/８㈯10時～

10/９㈰９時～
10/10㈪９時～
▶形（予選、決勝）
成年男子・成年女子
組手団体戦
▶組手（予選、決勝）
（３・４回戦、準決勝、
少年男子・少年女子
３位決定戦、決勝戦）
▶組手団体戦（１・２回戦）

▶組手（予選、決勝）
競技
成年男子・成年女子
種別 ▶形（予選、決勝）
少年男子・少年女子

高等学校野球
（硬式）
第98回全国高等学校野球
選手権大会（夏の甲子園）で準々決勝
に出場した８チームと岩手県代表など
を含めた12チームが出場します。
【入場料】高校生200円、一般500円。
中学生以下・障がい者は無料※県高野連
発行のシニアフリーパス券は使えません

注目チーム

写真提供：朝日新聞社

岩手県代表チーム

盛岡大学附属高
会場に一般駐車場はありません。
無料シャトルバスでお越しください

高等学校野球（硬式）の競技日程【場所】県営野球場（三ツ割四）

注目選手

そ

吉水想蘭選手

50㍍自由形
400㍍メドレーリレー

日時 10/２㈰10時～ 10/３㈪10時～ 10/４㈫10時～ 10/５㈬10時～
内容 １回戦
２回戦
準決勝
決勝

デモンストレーションスポーツ

■ビリヤード
女子
り

え

阿部理恵選手
愛媛ＦＣレディース

成年男子
ゆうすけ

林勇介選手
グルージャ盛岡

サッカーの競技日程
【場所】いわぎんスタジアム（永井８）、県営運動公園（みたけ一）
10/２㈰
10/３㈪
10/４㈫ 10/５㈬
日時
10時～
11時～
11時～
11時～
会場・競技種別

２［広報もりおか 28.９.１］

少年女子

50㍍自由形
400㍍メドレーリレー

注目選手

盛岡四高１年

ゴールキーパー１
人とフィールドプレーヤー６人で
行う水球。深さ２㍍のプールで行
われる、スピーディーな動きとダ
イナミックなシュートが魅力です。
「水中の格闘技」とも呼ばれます。

競技種別

注目選手
賀東杏花選手

水泳
（水球）

９/11㈰９時15分～

水球の競技日程【場所】市立総合プール（本宮五）
日時 ９/５㈪９時～
９/６㈫９時～
９/７㈬９時～
準々決勝
決勝
内容 トーナメント
準決勝
３・４位、５・６位、７・８位決定戦
５～８位決定トーナメント 女子エキシビション

競技種別

少年女子
が と う きょう か

９/10㈯９時15分～
100㍍自由形
400㍍自由形
100㍍背泳ぎ
200㍍個人メドレー
100㍍平泳ぎ
100㍍バタフライ
200㍍フリーリレー
100㍍自由形
400㍍自由形
100㍍背泳ぎ
200㍍個人メドレー
100㍍平泳ぎ
100㍍バタフライ
200㍍フリーリレー
400㍍個人メドレー
200㍍背泳ぎ
100㍍自由形
200㍍平泳ぎ
800㍍フリーリレー 200㍍バタフライ
200㍍背泳ぎ
400㍍個人メドレー
200㍍平泳ぎ
100㍍自由形
400㍍フリーリレー 200㍍バタフライ
100㍍自由形
100㍍背泳ぎ
100㍍バタフライ
50㍍自由形
400㍍フリーリレー 400㍍メドレーリレー
100㍍自由形
100㍍背泳ぎ
100㍍バタフライ
50㍍自由形
400㍍フリーリレー 400㍍メドレーリレー

黒沢尻北工業高３年

水泳
（シンクロナイズドスイミング）
国体では２人で演技するデュエッ
トが行われます。決められた動きを
演技に入れる「テクニカルルーティ
ン」と、自由に演技する「フリールー
ティン」の両競技の合計点を競います。テクニカルで
は技術力、フリーでは構成力や表現力が問われます。
■競技日程
【日時】９月４日㈰10時～
【場所】市立総合プール（本宮五）

少年女子共通

９/９㈮９時半～

センター・ファイア・ピスト
ル（ＣＰ）は、立ったまま拳銃を片手で
構え25㍍先の標的を狙い打つ競技。標
的の中心に近いほど得点が高く、張り詰
めた空間での高い技術と集中力が要求さ
れます。

成年女子
はる

体操の競技日程
【場所】盛岡タカヤアリーナ（本宮五）
日時 10/２㈰９時57分～ 10/３㈪９時半～
競技 少年男子（予選）
少年男子（予選）
種別 少年女子（予選）
少年女子（予選）

注目選手

最高10㍍の高さからの
「高飛込」と、３㍍の高さ
から飛び板を使って飛び込む「飛板飛
込」飛び込み台から水面までの優雅さや
技の難易度、水しぶきをいかに上げずに
着水できるかが勝負の決め手です。

少年女子Ｂ

藤島航選手
テニスの競技日程
上武大２年
【場所】太田テニスコート（上太田穴口）
日時 10/２㈰９時～ 10/３㈪９時～ 10/４㈫９時～
10/５㈬10時～
成年男子
成年男子
成年男子
成年男子
成年女子
成年女子
競技
成年女子
成年女子
（準々決勝、準決 （決勝戦、３・４位決
種別
（１回戦）
（２回戦）
勝、５～８位決定 定 戦 、５・６ 位 決 定
戦）
戦、７・８位決定戦）

注目選手

注目選手

水泳
（飛込）

少年男子Ｂ

こう

注目選手

少年女子A

成年男子

ライフル射撃
（ＣＰ）

競泳の競技日程【場所】市立総合プール（本宮五）

競技種別

注目選手

リオオリンピックに出場
した選手も数多く参加する競泳。成年男女、
少年A（高2～3年）男女、少年Ｂ（中3～
高１年）男女それぞれ個人種目７種目と
リレーの各区分で100分の１秒を争います。
岩手県チーム一丸となって全国の強豪に挑
みます。

１チーム５人の団体戦。
男子は６種目、女子は４
種目で演技を行い、技の難易度・美し
さ・雄大さ・安定性などを採点。各
チームの上位４人の得点を合計して順
位を競います。

注目選手

各競技紹介

体操
（競技）

注目選手

★各競技会場には、公共交通機関や無料
シャトルバスをご利用ください
★国体期間中は交通渋滞が予想されます。
マイカー利用の自粛をお願いします

高等学校野球のみ観戦有料。
その他は無料です！

試合は２人がそれぞれシン
グルスで戦い、１勝１敗になるとダブルスで勝
負を決める方式で、都道府県対抗のトーナメ
ントです。強烈なサーブや正確なストローク
など、国内トップレベルのプレーが見られます。

ご協力を
お願いします

９月に水泳競技、10月には本大会が開かれる
「希望郷いわて国体」。市内では、正式・特別合わ
せて県内最多の10競技と、デモンストレーション
スポーツ２競技を開催。全国から集結する多くのア
スリートが熱戦を繰り広げます。今年はリオデジャ
ネイロオリンピック出場選手の世界レベルのプレー

注目選手

本大会いよいよ開幕！

テニス

注目選手

10/６㈭
11時～
成年男子
（３位決定
戦、決勝）

いわぎんスタジアム
Ａグラウンド

成年男子
成年男子
（１回戦） （準々決勝）

いわぎんスタジアム
Ｂグラウンド
県営運動公園
陸上競技場
県営運動公園
サッカー・ラグビー場

成年男子
成年男子
（１回戦）
（準決勝）
女子
成年男子
女子
（１回戦） （１回戦） （準決勝）
女子
女子
（１回戦） （準々決勝）

【日時】10月２日㈰10時～
【場所】ビリヤードBRIDGE（南仙北一）
ブ

リ

ッ

ジ

■武術太極拳

【日時】10月２日㈰10時半～
【場所】盛岡体育館（上田三）

●「いわてまるごとおもてなしパビリオンin盛岡」
ステージ出演者大募集
希望郷いわて国体・大会期間中、来県した選手や応援団をおもてなしする
同パビリオンのステージでパフォーマンスを披露する出演者を募集します。
【期間】水泳競技：９月３日㈯～11日㈰
いわて国体本大会：９月30日㈮～10月11日㈫
いわて大会：10月22日㈯～24日㈪
【問】ＪＲ東日本企画内、同パビリオン事務局☎625-1700

［広報もりおか 28.９.１］３

秋の訪れを告げる盛岡の伝統

6日金

～1

盛岡秋まつり

山車運行日程

みやび

けんらん

時

15
10時～

盛岡市・玉山村合併10周年記念

岩洞湖まつり

【日時】９月17日㈯10時～15時
【場所】岩洞湖家族旅行村（薮川字亀橋）
【費用】無料（焼肉材料費などは実費）
【問】同まつり実行委員会☎683-3852

無料シャトルバス

▼

▼

無料シャトルバスを運行します。利用する人は、
９月14日㈬17時までに産業振興課内、同まつり実
行委員会事務局☎683-3852に電話でお申し込みく
ださい。
【行き】 盛岡駅西口バスターミナル（定員40
人）：９時発
玉山地域（定員25人）：巻堀小８時25分発→好
摩駅前８時35分→玉山総合事務所８時45分→旧玉
山地区公民館９時
【帰り】いずれも家族旅行村15時15分発

表

岩洞湖まつりのイベントスケジュール
イベント名
時間
岩洞湖魚釣り開放
９時～17時
薮川神楽演舞
10時～10時20分
焼肉パーティー
10時～14時半
地場産品直売
10時～15時
ポニー乗り合い馬車 10時半～14時
親子渓流釣り大会
10時半～14時半
テニスコート開放
10時半～15時
バルーンアート
10時半～15時
民謡ショー
10時35分～11時５分
子どもクイズラリー 11時～
絶叫大会
11時10分～11時40分
スペシャルライブ
11時50分～12時20分
短角牛もも肉試食
12時～
丸太切り大会
12時半～13時
三上紀子民謡ショー 13時10分～13時40分
大抽選会
14時～14時半
※定員のあるイベントは先着順です

内容など
無料開放
薮川神楽保存会による神楽お披露目
肉を格安販売。コンロと鉄板は無料で貸し出し
薮川名物のそばやキノコ、野菜などを販売
ポニーが引く馬車で会場内を周回
特設渓流釣り場で魚釣り。道具と餌はご持参ください
無料開放。ラケットなどの貸し出しあり
子どもに大人気。素敵な作品がいっぱい
玉山地域民謡保存会による民謡ショー
会場内のクイズに答えて景品をもらおう【定員】50人
湖に向かって絶叫しよう【定員】20人
【出演】「或る感覚」ボーカルのタチバナロン
ヘルシーな短角牛の試食
３人１組で丸太の早切りに挑戦【定員】10組
【演奏】佐藤竜雅さん
地場産品などが当たります

９月18 月
日
～ 19
日日

16時

10時～

開業30周年記念

手づくり村
工房まつり

【日時】９月18日㈰・19日㈪、10時～16時
【場所・問】盛岡手づくり村（繫字尾入野）
☎689-2201

ス

○おもしろバスの展示
○バスの乗り方教室
○ぬり絵コーナー
○スタンプラリー&お楽しみ抽選会

■小学生以下のバス運賃が無料に
９月22日は終日、県内発着の路線バス全線で小学
生以下のバス運賃が無料になります。対象になるバス
は県交通と県北バス、ＪＲバス東北の路線バス。定期
観光バスや高速バスなどの一部路線は除きます。
【問】
・県交通☎654-7755
・県北バス☎641-1212
・ＪＲバス東北盛岡支店☎604-2211

９月25日

日

7時

10時～1

志波城 まつり

【日時】９月25日㈰10時～17時
【場所】志波城古代公園（上鹿妻五兵衛新田）
※荒天時は大宮中（本宮字大宮）で開催

【費用】無料
【問】同まつり実行委員会☎658-1710

表

内容など
直径約75㌢の巨大せんべいを作り、焼き立てを切
り分けて無料で来場者へ配ります
いわてさんさの会☆加藤家によるステージ
陶器「豆皿の絵付け」
【費用】各300円
い草の鍋敷き
９/18㈰、10時半～と14時半～
【定員】各先着5人【費用】各1800円
特別ものづくり教室
親子で作ろう「南部桐の椅子」
９/19㈪11時～12時
～職人と一緒に
【定員】先着５人【費用】1200円
作ろう！～
木工「マガジンラック」
９/19㈪13時～15時
【定員】先着10人【費用】2000円
ミニ畳製作【費用】300円～
期間中
こま・こけしの絵付け【費用】1300円～
南部鉄瓶製作工房
南部鉄器の製作工程の一部を見学。熔鉄を鋳型に注
９/19㈪10時～11時半
見学～熔解～
ぎ込む職人の技を間近でご覧ください
頑固な職人がちょっとだけ気に入らなかった商品な
訳あり市
どを販売する、年に一度の感謝市
ワイワイ手つなぎプロジェクトによる炊き込みご飯
たらふく屋台市
や芋の子汁、ひっつみなどの販売
工房まつり名物
工房で作られた商品が景品の輪投げ大会
期間中
輪投げ大会！
【費用】１回100円（３本）
職人と一緒に開業30周年にちなんだチャレンジ。
チャレンジ30
内容は当日発表
クイズ
指定された工房にあるヒントをつなぎ合わせたキー
「木」
ワードをさがせ！
ワードで応募。抽選で景品が当たります

モ

昨年の志波城
まつりの様子

志波城古代公園を探検しよう！
○志波城ガイドツアー
【時間】13時半～
（所要45分）
※参加希望者は13時半
までに本部受付へ

10時

2日木

～15

時

表 つどいの森感謝祭のスケジュール
開始時間
イベント
第１回早飲み大会（ジュース、ノンアルコールビー
10時
ルなど）【定員】未就学児の部40人、小学生の部
40人、大人の部10人
10時45分 輪投げ大会【定員】子どもの部40人、大人の部10人
11時15分 高橋龍山による尺八演奏
11時45分 とふっちによる国体ＰＲステージ
12時
餅つき体験と振る舞い
12時45分 チェーンソーアート
オークション大会
13時半
【内容】つどいの森の木工製品が出品されます
第２回早飲み大会（ジュースなど）
14時
【定員】未就学児の部40人、小学生の部40人
14時半
こもれびの宿ペア宿泊券が当たる抽選会
15時
餅まき
※定員のあるイベントは先着順です

秋のウオーキングを
楽しもう！

●交流トレッキング教室

【日時】９月17日㈯６時～17時【場所・内容】都南体
育館（津志田14）からバスで移動。毛せん峠などを経
て焼山登山。秋田県鹿角市の後 生 掛 温泉で休憩【対
象】小学５年生以上※小学生は保護者同伴【定員】20
人【費用】5000円※小学生2500円【申し込み】９月
３日㈯９時から、見前地区体育振興会☎637-2219で
先着順に電話受け付け
も う

ご

表 志波城まつりのステージイベントスケジュール
開始時間
イベント
10時20分 太田東小八ツ口神楽
10時40分 大宮中吹奏楽部ステージ
11時15分 八ツ口神楽（市指定文化財）
11時35分 漆原栄美子民謡ショー
12時
ゆいフィットネスキッズ&しわまろくん
12時35分 本宮小金管バンドステージ
12時55分 上鹿妻念仏剣舞（県指定文化財）
13時20分 古代米餅1200個お振る舞い
しわまろくんのお友達 ご当地キャラ大集
13時30分 合！ダンスステージ
全国から17のご当地キャラが集合！
13時50分 上鹿妻田植踊り（市指定文化財）
14時35分 国体ＰＲ みんなで踊ろう！わんこ体操！
14時50分 向中野小合唱・合奏ステージ
15時35分 地元愛好団体による手踊りや演奏
15時50分 大宮神楽（市指定文化財）
ご当地キャラとじゃんけん大会
16時15分
※勝ち残った人にプレゼントあり
16時45分 太田小合唱・合奏ステージ

○志波城クイズラリー
【時間】10時半～16時半（随時受付）
【内容】クイズに答えながら園内を探検。
全問正解者（先着100人）には景品あり
※参加希望者は本部受付へ

つどいの森
感謝祭

９月2

【日時】９月22日㈭10時～15時
【場所】都南つどいの森（湯沢一）
【問】都南つどいの森こもれびの宿☎637-0876

【日時】９月22日㈭11時50分～15時半
【場所】大通商店街歩行者天国路上と
MOSSビル前
【問】交通政策課
☎626-7519

イベント内容

そぼう
城であ
代のお
平安時

手づくり村工房まつりのイベント
イベント名
日時
ジャンボ煎餅
９/18㈰・19㈪、15時～
パフォーマンス
盛岡さんさ踊り披露 ９/18㈰、11時半～と14時～
９/18㈰・19㈪
10時～12時、13時～15時

50分
～
15時
半

▲懐かしのボンネ
ットバスも登場！

９月1

然を
湖畔の自 ！
う
満喫しよ

き やり

過去の
同まつりの様子

7日土

し

2日木

他にも青空
木
工
教
室
や
グ
ラウンドゴ
ルフ
体
験
な
ど
イベント盛
りだくさん
！

だ

日本で初めて乗合バスが走っ
た９月20日のバスの日にちなみ、
バスが市民の足として愛され、親
しまれるよう「バスの日まつり」
を開催します。入場無料。

11時

木工製品のオーク
ションの様子

江戸のきっぷの良さと京都の雅が融合し、時代を経
て盛岡独自の文化として受け継がれた盛岡山車。秋の
訪れを告げる恒例の「盛岡秋まつり山車」が９月14
日㈬から16日㈮までの３日間開催され、８台の豪華
絢爛な山車がまちを練り歩きます。南部木遣に笛、太
鼓の音色と300年の歴史が感じられる大迫力の盛岡山
車を、ぜひ間近でご堪能ください。
【問】盛岡観光コンベンション協会☎604-3305

まつり

山車の運行

★市内巡行
９月14日㈬～16日㈮
９時～20時
★八幡下りパレード
14日㈬13時出発。盛岡八幡宮→
八幡町を全ての山車が順次運行
★大通大絵巻パレード
15日㈭18時出発。盛岡城跡公
園芝生広場→大通→金属工業会
館前（大通三）を全ての山車が
一堂に会して運行

９月2

▲

９月

14日水

バス の日

行

市内巡

とうげ

し ょ が け

●ノルディックウオーキング
～奥州街道を歩こう～
【日時】９月19日㈪10時～12時【場所・内容】高松公
園からバスで移動。奥州街道の歴史を学びながら上
田一里塚～小野松一里塚の約６㌔を歩く【定員】20
人【費用】800円※ポールレンタル200円【申し込み】
９月５日㈪10時から、まつぞのスポーツクラブ☎6639280で先着順に電話受け付け

●旧宮古街道探訪
【日時】10月15日㈯９時～15時【場所・内容】区界高
原少年自然の家（宮古市）から高畑公民館（川目３）ま
での約14㌔を歩き、史跡を探訪※集合・解散は同自然
の家【対象】小学４年生～中学生とその家族または一
般【定員】30人【費用】１人2500円【申し込み】はが
きまたはファクスでの申し込み。詳しくは、市公式ホー
ムページをご覧ください。９月30日㈮必着。定員を超
えた場合は抽選【問】同自然の家☎0193-77-2048

ナン・ブ・ジェラリーノ
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補助金を
交付

子ども・子育てを支援する
取り組みを募集します

（例：学習教室、親子参加型教室、職場体験など）

②子育て世代交流支援・子育て情報発信
（例：交流会、サロン活動、フリーペーパー発行など）

③虐待防止・健全育成活動
（例：見守り活動、発達障害教室、子ども食堂など）

1臨時福祉給付金
消費税率の引き上げに
よる影響を緩和するため
の給付金です。
【支給金額】
１人当たり3000円
【支給対象】
28年度の市民税が非課税
（市民税課税者の被扶養
者や専従者※、生活保護
受給者などは除く）の人
※自営業者の家族で、事業を手
伝い給料をもらっている人

④結婚期・子育て期の支援活動

2の対象者は
1も受け取る
ことができます

（例：出会いの場の創出、産後ケア教室、ワークライ
フバランス推進活動など）

⑤その他の子ども・子育て支援活動
【申し込み】市役所本館５階の同課に備え付けの
申込用紙に必要事項を記入し、９月30日㈮17時
までに同課へ直接持参してください。申込用紙は
市公式ホームページからもダウンロードできます

要予約

ひとり親家庭のための
無料法律相談

【日時】10月５日㈬10時～15時
【場所】県福祉総合相談センター
（本町通三）
【内容】離婚や養育費など、日常生活で困ってい
ることや悩みを弁護士に相談できます
【対象】ひとり親家庭の親や寡婦など
【申し込み】県母子寡婦福祉連合会☎623-8539
で電話受け付け

2障害・遺族年金受給者
向け給付金
障害・遺族基礎年金受
給者を支援するための給
付金です。
【支給金額】
１人当たり３万円
【支給対象】
次の全てに該当する人
①臨時福祉給付金の支給
対象
②障害基礎年金や遺族基
礎年金などを受給
③高齢者向け給付金（本
年度65歳以上）を受給
していない

玉山地域で「プラスチック製容器包装」の分別収集が始まります

申請方法
基準日（平成28年１月１日）
時点で住所がある市区町村へ申
請してください。盛岡市に住所
がある対象者には、９月中旬に
申請用紙を送付します。必要事
項を記入し、〠020-8531若園
町２-18、市役所地域福祉課分
室へ郵送または持参してくださ
い。郵送は来年１月16日㈪消印
有効。持参は同日17時半まで。
※ＤＶ被害などの理由で、住所と居住地
が異なる人は事前にご相談ください

【問】同課☎603-8024

パブリックコメントを募集「市住宅マスタープラン改訂案」
市住宅マスタープラン改訂案※への
意見を募集します。計画案と応募用紙
は、市役所別館８階の建築住宅課や各
支所・出張所などに備え付けるほか、
市公式ホームページにも掲載します。
※都市計画や福祉施策など各分野と連携し、住
宅の在り方や居住環境の形成などの住宅施策
を総合的に進めるための計画。計画期間は平
成37年度まで

【応募方法】応募用紙に必要事項を記
入し、〠020-8530（住所不要）市役
所建築住宅課へ郵送または持参してく
ださい。市公式ホームページでも受け
付けます。持参は９月20日㈫17時締
め切り。その他は同日必着
【問】同課☎626-7533

ご存知ですか？
パブリックコメント制度
市は、政策を実施していく上で、さ
まざまな条例や計画などを定めます。
その過程で、あらかじめその案を公表
し、市民の皆さんから意見・情報を募
集するのがパブリックコメント制度で
す。市は、提出された意見などを考慮
して意思決定を行います。
パブリックコメントを実施する際は、
広報もりおかや市公式ホームページな
どを通してお知らせします。ぜひ皆さ
んのご意見をお寄せください。
【問】広聴広報課☎626-7517

玉山地域でこれまで可燃ごみとして収集し
ていた「プラスチック製容器包装」を、10
月１日から資源として収集し、可燃ごみの減
量と資源化を推進します。プラスチック製
容器包装の収集日に、透明か半透明の袋に
入れて出してください。収
集日は、玉山地域の各家庭
に配布している「ごみの分
け方・出し方収集カレン
ダー」に記載しているほか、
市公式ホームページでもお
知らせしています。
【問】税務住民課
☎683-3805

県は、盛岡市を含む盛岡広域都
市計画区域の区域区分※を見直す
変更素案を作成しました。対象は
高松地区と大平地区です。変更素
案の公表と説明会・公聴会を開催
します。
【問】県都市計画課☎629-5886
市都市計画課☎639-9051
※計画的な市街化を図るため、都市計
画区域を市街化区域と市街化調整区
域に区分すること
●市街化区域…既に市街地を形成して
いる区域、おおむね10年以内に優
先的かつ計画的に市街化を図る区域
●市街化調整区域…市街化を抑制する
区域

もりおかフルコレ2016出場者募集

市と市老人クラブ連合会は、「金婚慶祝会」の参
加者を募集します。人生を共にしてきた２人の記念
にどうぞ。【問】長寿社会課☎603-8003

環境に配慮する生活への変革を呼び掛けるイベント
「もりおかエコライフ2016」の一環として、今年も古
着を使ったリメークやコーディネートによるファッショ
ンショー「もりおかフルコレ2016」を開催。その出場
者を募集します。応募方法など詳しくは、市公式ホー
ムページでご確認ください。【期日】11月13日㈰【場
所】イオンモール盛岡（前潟四）【問】資源循環推進課
☎626-3733

【日時】11月９日㈬10時～13時
【場所】盛岡グランドホテル
（愛宕下）
【対象】昭和41年１月１日～12月31
日に結婚した夫婦
【費用】１組6000円
【申し込み】はがきに夫婦の住所と名
前（ふりがな）、生年月日、結婚年月
日、電話番号、車いす使用の有無を記
入し、結婚50年目を迎えての一言（希
望者のみ。当日配布する資料に掲載し
ます。短歌や川柳でも可。名前の掲載
を希望しない場合はその旨を明記）を
添えて〠020-8530（住所不要）市役
所長寿社会課内「金婚慶祝会実行委員
会」へ。各地区の老人クラブ会長へ申
し込むか、同課に備え付けの用紙に記

入し直接申し込むこともできます。
式典に出席せず記念品（無料）の
みを希望する場合も、各地区の老人
クラブ会長か同課へ直接申し込むか、
はがきに「欠席・記念品希望」と記
入し、同課へ郵送してください。後
日、指定する窓口でお渡しします。
いずれも９月23日㈮17時必着
※電話やファクスでの申し込み不可

お菓子の袋

発砲スチロール
※砕いて袋へ

色・模様付きの
食品トレイ

レジ袋

弁当の容器

食品などの
外装フィルム

卵のパック

カップ麺の容器

イラスト出典：経済産業省ウェブサイト

高松地
区と
大平地
区が対
象

■変更素案の公表
【日時】９月２日㈮～30日㈮（土・日
曜、祝日を除く）、９時～17時
【場所】県庁７階の県都市計画課また
は市役所都南分庁舎２階の都市計画課
■説明会
【日時】９月16日㈮19時～
【場所】勤労福祉会館（紺屋町）
■公聴会★

【日時】10月６日㈭14時～
【場所】勤労福祉会館（紺屋町）
【公述の申し出】公聴会で意見を述べ
たい人は、公述申出書（住所と名前、
意見の要旨とその理由を記載）を、〠
020-8570内丸10-1、岩手県都市計画
課へ郵送または持参。郵送は９月30
日㈮必着。持参は同日17時まで
★公述申出期間中に公述の申し出がない
場合は中止します

①高松地区の一部を市街化調整区域
から市街化区域へ編入（地図１）

②大平地区の一部を市街化区域から
市街化調整区域へ編入（地図２）

地図１

地図２

大平地区

老人作品展の出品作品を募集
市総合福祉センター（若園町）で10月25日㈫から27
日㈭まで開かれる同展への出品作品を募集します。【対
象】市内在住の60歳以上【募集作品】書道や絵画、写
真、陶芸、手芸、短歌・俳句など（手芸は１人１点ま
で）。未発表作品に限る【出品料】無料。ただし、作品
の搬入などにかかる費用は出品者の負担【搬入日時】
10月24日㈪9時半～11時半【申し込み】詳しくは市社
会福祉協議会地域福祉課☎651-1000へお問い合わせく
ださい。９月16日㈮締め切り

豆腐の容器

■変更内容

高松地区

ペットボトルの
ラベルとキャップ

※ボトル本体は「ペッ
トボトル」へ

シャンプー容器、
詰め替えパック

盛岡広域都市計画の区域区分の見直し
変更素案の公表と説明会・公聴会を開催

詳しくは県の公式ホーム
ページをご覧ください

金婚慶祝会の参加者募集

ク製
プラスチッ
例
容器包装の

【対象分野】
①学習支援・体験教室

臨時福祉給付金
障害・遺族年金受給者向け給付金

ない、ぬれ
★汚れてい
のが対象
ていないも

市民が主体となって子ども・子育てを支援する
取り組みを募集します。市が内容を審査し、選定
した取り組みに市子ども未来基金から補助金（上
限50万円。事業の種類によっては上限150万円）
を交付。対象分野は次のとおり。詳しくは子ども
未来課☎613-8356へお問い合わせください。

支給します

現市街化区域
区域区分を見直す区域

指定管理者の聴き取り審査を公開
市は、29年度に指定管理者を指定する施設について、
指定管理者の選定を書類と聴き取りによって審査します。
このうち聴き取り審査を公開します。ただし、審査日な
どを変更する場合があるので、傍聴を希望する人は、事
前に各施設の担当課へ審査日を確認した上で、当日会場
へお越しください。なお、傍聴当日の受け付けは先着順
とし、予定の人数に達した場合は受け付けを締め切る
ことがあります。各施設の審査については各担当課へ、
指定管理者制度については資産管理活用事務局☎6038007へお問い合わせください。
表

聴き取り審査の施設や日程など
施設名（所在地）
審査日・会場
９/７㈬14時
土淵児童センター
市役所別館401会議室
（上厨川字下川原）
（内丸）
９/８㈭14時
もりおか町家物語館
市役所別館401会議室
（鉈屋町）
（内丸）
９/８㈭15時
見前南地区公民館
都南分庁舎特別会議室
（西見前13）
（津志田14）
東中野運動広場
９/８㈭
（東中野字立石）
14時
総合福祉セ
つなぎスポーツ研修
ンター２階
センター（繫字舘市）
９/８㈭
ボランティ
14時35分
つなぎ多目的運動場
アルーム
（繫字除キ）
（若園町）
盛岡タカヤアリーナ
９/８㈭
（本宮五）
15時10分
舟田２地区コミュニティ ９/９㈮
玉山総合事
センター（下田字陣場） 14時
務所301会
議室（渋民
前田地区コミュニティセン ９/９㈮
字泉田）
ター（玉山馬場字芦名沢） 15時
９/９㈮15時10分
津志田老人福祉センター
市役所別館401会議室
（津志田西二）
（内丸）
９/12㈪14時半
サクラパーク姫神
玉山総合事務所
（日戸字姥懐）
201会議室
（渋民字泉田）
盛岡駅前自転車駐車場
９/13㈫14時半
（盛岡駅前通）
市役所別館
盛岡駅西口自転車等駐車場
403会議室（内丸）
（盛岡駅西通一）
先人記念館
９/15㈭14時半
（本宮字蛇屋敷）
都南分庁舎４階大会議
室（津志田14）
原敬記念館（本宮四）
９/16㈮14時半
余熱利用健康増進センター クリーンセンター
（上田字小鳥沢）
１階会議室
（上田字小鳥沢）
９/29㈭13時15分
湯沢地域交流活性化
市役所別館404会議室
センター（湯沢西三）
（内丸）

担当課
子育てあんしん課
☎613-8347
観光交流課
☎626-7539
生涯学習課
☎639-9046

スポーツ推進課
☎603-8006

玉山総合事務所
総務課
☎683-2116
長寿社会課
☎603-8003
産業振興課
☎683-3852
交通政策課
☎626-7519
歴史文化課
☎639-9067
クリーンセンター
☎663-7153
市民協働推進課
☎626-7500

写真は昨年の
同会の様子
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幸呼ぶ祭、にぎやかに

消費生活情報

太鼓の音が鳴り響いた４日間

消費トラブルに巻き込まれた場合や過払い請求、債務整理の相談は早めに市消費生活センター☎604-3301へ！

点検商法に注意！

他県の業者が日中に高齢者宅を訪問し、無料点検を装って排
水管の高圧洗浄や排水設備工事などを契約させるという事例が、
６月から市内各所で発生しています。工事内容に少しでも疑問
があるときは、その場で契約せずに相談してください。

【問】・工事内容や指定下水道工事店について
市上下水道局給排水課☎623-1411
・契約やクーリングオフについて
市消費生活センター☎624-4111

事

説

２.

は不備がある場合は、特定商取引法の違反

③「工事をしないと下水があふれる」など

また、排水設備工事は市の指定下水道工

④排水設備と無関係の修繕（屋根や外壁な

となります。

事店でなければ行うことができません。無
資格の業者がこれらの工事をすることは、
市の下水道条例違反に当たります。

右のような場合は注意しましょう。

３.

対

盛岡市役所
テレビ岩手
中の橋
盛岡城
跡公園
プラザおでって
消費生活
センター

Nanak
( ななっく )
杜陵老人
福祉センター

盛岡バス
センター

消費者信用
生活協同組合

地図 消費者信用生活協同組合の場所

広

ど不確かな説明
不安をあおる
ど）も勧める

⑤契約を急がせる

⑥断っても帰らない、再訪問するなど強引

盛岡さんさ踊
りに参加した
選手たち
ⓒIWATE

BIGBULLS

うし の はまたく

牛之濵拓選手
ミッドフィルダー
背番号：６
鹿児島県出身

けんいち

谷村憲一選手
ミッドフィルダー
背番号：10
盛岡市出身

策

■業者から排水設備工事などの訪問勧誘が

■工事内容や代金に不明な点がある、工事

市民伝言板

店か②勧誘員や作業員の身分証明書

場で契約しない。

市民サークルの会員募集や催事情報など

水課まで連絡してください

売」の場合、法定書面の交付を受けた日を

先着順です。掲載方法など詳しくは、広

数の指定下水道工事店から見積もる

（無条件解約）の申し出ができます

■実際に排水設備工事を検討する際には複

が必要か判断できないなどの場合は、その
万が一、契約してしまっても、「訪問販

１日目として８日間はクーリング・オフ

はかりの検査

表 はかりの検査の日程
期日
場所
朝市生産者立売組合（神子田町）
９/20㈫
太田地区活動センター（中太田深持）
～本年度は南部ブロック
９/21㈬ つなぎ地区活動センター（繫字堂ケ沢）
乙部体育館（乙部６）
事業所や店舗などで取引や証明に使 ９/23㈮
中野地区活動センター（東安庭字小森）

うはかりは、２年に１回、定期検査を
受けることが義務付けられています。
本年度の対象は南部ブロック。検査の
日程は表のとおりです。手数料は、は
かりの種類によって250円～3100円
程度。家庭の体重計などは検査の対象
外ですが、希望者には無料で検査し
ます。詳しくは消費生活センター☎
604-3301へどうぞ。

９/26㈪ 大慈寺小学校（大慈寺町）

９/27㈫
９/28㈬
９/29㈭
９/30㈮

都南地区保健センター（津志田14）
本宮地区活動センター
（本宮四）
市中央卸売市場（羽場10）
市立武道館（住吉町）
簗川老人福祉センター（川目10）
10/３㈪
中野小学校（中野二）
10/４㈫ サンライフ盛岡（仙北二）
10/５㈬ 下橋中学校（馬場町）
※12時～13時を除く

を無料で掲載するコーナーです。掲載は
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。

●チャイルドラインいわて
講座受講者募集
公開講座「いじめ対策最前線～い
じめ問題で大人ができること～」日時
９月10日㈯14時～16時 場所 岩手大（上
田三）費用 無料 電話受け手養成講
座 日時 ９月25日～10月16日、
日曜、全４
回（16講座）、10時～16時15分 場所 市
総合福祉センター（若園町） 内容 子ど
もの気持ちを聴く心構えと技能を学ぶ
費用 学生5000円、
一般１万円 申し込み
養成講座は９月22日㈭まで豊島さん☎
090-9744-4104で受け付け
●岩手地域課題研究交流集会
日時 ９月11日㈰10時～15時半 場所 県
公会堂（内丸）内容 地域活動の実践
報告など 費用 500円※昼食代別途500
円 申し込み ９月５日㈪まで岩手地域総

時間
９時～10時
13時半～15時半
10時～12時
10時～12時
13時半～15時半

10時～15時※

10時～15時※
13時～15時
10時～15時※
10時～15時※
10時～12時
13時半～15時半
10時～15時※
10時～15時※

▼

を確

認。確認できない場合は市上下水道局給排

【日時】９月10日㈯10時～16時
【場所】消費者信用生活協同組合
（南大通一丁目８-７CFCビル２階）
【内容】借金や生活費用不足、貸付制度など日常生活
のお金の悩みを弁護士や専門の相談員が相談に応じま
す。無料。秘密は厳守します
【主催】同協同組合と市、県社会福祉協議会、市社
会福祉協議会、岩手弁護士会消費者問題対策委員会、
NPO法人いわて生活者サポートセンター
【申し込み】同協同組合☎653-0001で電話受け付け

ークがきっかけ

な勧誘

あった場合は①業者が市の指定下水道工事

くらしとお金の安心合同相談会

のり

グルージャの９・10月のホームゲーム
【会場】いわぎんスタジアム（永井８）
節
キックオフ
対戦相手
21 ９月11日㈰13時～ ＦＣ東京U-23
23 ９月25日㈰13時～ 藤枝ＭＹＦＣ
25 10月16日㈰13時～ ＳＣ相模原

第15節から３連勝、第20節では
土壇場で同点ゴールを決めるなど勢いに乗
るグルージャ盛岡。今季の試合も残り３分
の１となりました。ぜひ会場で応援しまし
ょう！

会場で選手に
声援
を送ろう！

②「汚れがひどい」「一部壊れている」な

務付けられている書面を交付しない、また

やす

岩手ビッグブルズのヘッドコーチに今季、上田康
徳さんが就任！ アシスタントコーチとして参加したアジア
U-18選手権で銀メダル獲得に貢献。若いながらも経験豊富
です。チーム一丸となりＢリーグ２部優勝、そしてBリーグ
１部昇格を目指します。2016-2017シーズンのホーム開幕
戦は９月24日㈯・25日㈰。県営体育館（青山二）で福島フ
ァイヤーボンズを迎えての一戦です。新戦力との融合でチー
ムとして強くなっていく姿に期待しましょう！

多くの試合に出られるように頑張
ります。攻撃が得意なので、得点
やアシストなどに絡めるようにプ
レーします。応援よろしくお願い
します！

す。事実と異なる説明をしたり、法律で義

グルージャ盛岡

アビスパ福岡から加入しました。
誰よりも走ってアグレッシブにプ
レーすることを心掛けています。
残りの試合も全力で戦いますの
で、熱い声援お願いします！

①「排水管の無料点検」などのセールスト

SPORTS
Information

応援しよう！

●「近くで工事をしています」と給排水設備業者が訪問。
敷地へ立ち入り作業したいと言うので承諾すると、「つ
まりがあるので、高圧洗浄しませんか？」と勧誘された。
以前から流れにくさを感じていたため依頼すると、終了
後に「この作業では根本的なつまりを解消できない。升
や排水管の交換が必要」と言われ、数十万円の工事を契
約してしまった。（70代 男性）

無料点検のほか、軽微な作業から排水設

備などの大がかりな工事へ誘導する手口で

み

岩手ビッグブルズ

盛岡の
ポーツ
プロス

●排水管清掃を行うという県外の業者が訪問。排水管点
検は無料と言うので応じると、「油汚れがひどい」「つ
まりかけている」などと不安になる言葉を並べられた。
高圧洗浄は１万円とのことで依頼すると、清掃が終わる
ころに業者から、「排水升の一部が壊れている。放置す
ると下水があふれて近隣住民に迷惑をかけることにな
る」と強引に工事を勧誘された。（70代 女性）

解

ゆ う え ん

岩手・盛岡を地元にするプロスポーツチーム、バスケットボールの岩手ビッグブルズとサッカーのグルージャ盛岡。両チームの活躍を随時紹介しています。
【問】スポーツ推進課☎603-8013

▼

例

MORIOKA

各団体が力強くも
華麗な舞を披露。
写真は市公式フェ
イスブックやツイ
ッターでも公開し
ています

１.

排水管の高圧洗浄や排水設備工事など

子どもたちも元気に
パレード。バチさば
きも決まってます

警報
トラブル !
発令中！

第39回盛岡さんさ踊り（同実行委員会主催）が８月１
日から４日まで開催されました。２日は開催が危ぶまれる
程の雨でしたが、パレード出発直前に止み、無事全日開催
となりました。４日間の来場者数は約126万2000人、参
加者は254団体で延べ約３万5000人。各団体の勇壮な太
鼓の音と優艶な笛の音色、華々しい踊りが観客を魅了しま
した。また「来て、観て、魅せられ、加わるさんさ」のキ
ャッチコピーのとおり、熱気に誘われ、最終集団の花車で
は飛び入り参加も多数。真夏の熱い４日間、参加者も観客
も盛岡さんさ踊りで楽しい思い出ができたでしょうか。

合研究所☎624-6715で受け付け
●いちょうの実朗読会
日時 ９月16日㈮13時半～15時 場所 西部公
民館（南青山町）内容 宮沢賢治作品など
の朗読 費用 無料 問 猿橋さん☎684-2019
●琴伝流大正琴
第18回岩手県大会
日時 ９月17日㈯12時～15時半 場所 県
民会館（内丸） 費用 無料 問 県指導者会
の佐々木さん☎687-3525
●多肉植物展示会
日時 ９月18日㈰10時～16時 場所 エス
ポワールいわて（中央通一） 内容 多肉
植物の展示や栽培指導、苗の即売など
費用 無料 問 ＮＰＯ法人日本多肉植物の
会北東北支部の赤石さん☎623-8850
●水色の会作品展示会
日時 ９月30日㈮～10月５日㈬、10時～
17時※５日は16時まで 場所 西部公民館
（南青山町） 内容 水彩画作品の展示
費用 無料 問 柿木さん☎637-5365
●東城百合子さん講演会
日時 10月１日㈯13時～15時半 場所 県
民会館（内丸） 内容 食生活の見直しに
ついての講演 費用 無料 問 自然に学ぶ会
岩手の藤沢さん☎662-2472
さるはし

ゆ

り

こ

●尺八講座
日時 10月５日～11月30日、水曜、全８
回、18時半～20時 場所 山王老人福祉
センター（山王町）費用 2000円（尺
八無料貸与）問 皆川さん☎623-4207
●心と体の健康ヨガサークル
会員募集
日時 主に毎週火曜、19時～20時15
分 場所 北厨川老人福祉センター（厨
川一） 費用 月2000円 問 桜庭さん☎
090-4882-2026
●木彫同好会会員募集
日時 ①毎月第２・４木曜②毎月第
１・３金曜、13時～15時 場所 中央
公民館（愛宕町） 費用 月1500円 問
柴田さん☎090-5843-3712
●ヨガサークル会員募集
日時 主に毎週木曜、13時半～14時45
分 場所 勤労福祉会館（紺屋町）費用 月
2500円 問 塚本さん☎646-6693
●硬式テニス「プレイヤーズ」
会員募集
日時 毎週金曜、13時～15時 場所 ふれ
あいランド岩手（三本柳８） 内容 講
師によるテニス指導 対象 50歳以上
費用 １回500円 問 遠藤さん☎050-

3389-1512
●男の料理教室同好会会員募集
日時 毎月第３土曜、９時半～12時 場所
上田公民館（上田四）費用 月1500円
問 佐々木さん☎090-5354-3578
●アコースティックギター教室
会員募集
日時 毎月第１・３土曜、13時半～15時
半 場所 乙部農業構造改善センター（乙
部 ６） 対象 初 心 者 定員 1 0 人 費用 月
2000円 問 鎌田さん☎663-2645
●イタリア語レッスン参加者募集
日時・対象 毎月第２・４日曜、①初
心者：13時～14時②初級：14時10
分～15時半③中級：15時40分～17
時 場所 アイーナ（盛岡駅西通一）
内容 ローマ出身講師によるレッスン
費用 ①1500円②③3000円※テキス
ト代実費 問 斎藤さん☎635-0083
●岩手猛虎会会員募集
内容 プロ野球シーズン中、月１～２
回、テレビ中継を見ながら阪神タイ
ガースを応援 場所 居ごこち家ボッチ
ャン（大通三） 対象 20歳以上 費用 年
会費2000円。応援会費１回3000円
問 山口さん☎090-2849-7475

告
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もりけんに挑戦（27年度３級問題）❼（正解は12ページに掲載）
平成27年７月１日に発売された、盛岡地域振興商品券の名称は何ですか。
①NANBU ②PEKKO ③MORIO ④SANSA

情報インデックス

【日時】９月11日㈰～19日㈪、10時～20
時半【場所】ゆぴあす（上田字小鳥沢）

子ども科学館の各種イベント
イベント名
日時
９/４～25の日曜と祝日
ワークショップ
10時半～12時と14時～
「ゆらゆらＵＦＯ」 15時半※18・19は14時
～15時半のみ
宇宙の日記念
９/10㈯～10/10㈪
作文絵画コンテスト
９時～16時半
作品展
サイエンスショー
９/11～25の日曜と祝
「まぜてポン！」
日、13時～13時15分
９/17㈯18時半～20時
お月見会
※悪天候時は中止
チャレンジサイエンス
９/17㈯～19㈪
※各日９時から先着
10時半～11時と11時半
順に整理券を１人
～12時
１枚配布

内容（費用）

定員

面白い動き方をする磁石のおも
各回
ちゃを作る
25人
（各150円）

広

告

10［広報もりおか 28.９.１］

ふ はく

ニ ー ル

ス ト ル ネ イ カ ー

▲

「宇宙の日」を記念したコンテス
トで、同館に応募があった作品を なし
展示（無料）
複数の物を混ぜて起こる「化学
なし
変化」を観察（無料）
月見行事や月にまつわる話、望
なし
遠鏡での月の観察など（無料）
岩手大理工学部の先生を講師に、
実験と工作にチャレンジ※内容は 各回
日替わりです
20人
（無料）
①今夜の星空みどころ案内（無料）
①③
10/１㈯
②星を見る会※悪天候時はダジ
ナイトミュージアム
160
①18時～18時半
ックアース（無料）
※③は17時半から受
人
②18時半～20時
③星と音楽のプラネタリウム
付でチケットを販売
②
③19時～19時半
月の歌特集（４歳～中学生
なし
200円、高校生以上500円）
サイエンスショー
10/２㈰
科学・技術を利用して重い物を動
なし
「動かしまショー」 13時～13時15分
かす実験（展示室入場料が必要）
ワ ー ク シ ョ ッ プ 「 ペ 10/２㈰、10時半～12 ペットボトルで空気砲を作る
各回
ットボトル空気砲」 時と14時～15時半
（各150円）
35人

たんこう

な

むつ

きよひろ

み

お

こ

図

書

●青少年問題協議会委員を募集

▼

接骨院の日曜当番

休日救急当番医・薬局

●就学時健康診断を忘れずに
小学校へ来春入学する子を対象に、
就学時健康診断を実施します。該当者
がいる家庭へ９月中旬に案内を送りま
す。
【日時・場所】 盛岡・都南地域：
10月中に各小学校で実施 玉山地域：
10月12日㈬13時半～15時半、玉山総
合福祉センター（渋民字泉田）
【費用】
無料【問】学校教育課☎639-9045

●もりおか市場まつりの
フリーマーケット出店者募集
【日時】
10月16日㈰９時～13時半【場所】
市中央卸売市場（羽場10）
【募集区画】
80区画（１区画は２㍍×２㍍。天候にかか
わらず軒下で開催）
【費用】1000円【申し
込み】往復はがきに住所と名前、年齢、電
広

●暴力団のない住みよい街を

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。

９月は暴力団追放推進強化期間。暴
日 区分
名称
吉田消化器科内科
力団を恐れない、金を出さない、利用し
内
森谷医院
ない、交際しない― の運動を推進し
外 細井外科医院
ましょう。 暴力団追放市民総決起大
小 吉田小児科
９/４
会【日時】９月27日㈫14時～16時20分
歯 小田中歯科医院
㈰
【場所】盛岡劇場（松尾町）
【内容】暴
あざみ薬局
どんぐり薬局たかまつ
力団の実態や対応についての講演や県
薬
つくし薬局下の橋店
警音楽隊による演奏など【費用】無料。
ぺんぎん薬局
当日、会場へどうぞ【問】くらしの安全
船山内科クリニック
課☎603-8008
内 内科クリニックすずき
▼

●ゆぴあす 敬老の日似顔絵展

だ よし のぶ

【募金期間】９月１日㈭～10月31日㈪
【振込用紙】市役所本館１階の窓口案
内所に備え付けます。※春季の募金額は
535万1470円でした。ご協力ありがとう
ございました【問】林政課☎626-7541

▼

【日時】９月11日㈰10時～15時【場所】
市立太田老人福祉センター（上太田細
工）
【内容】同センター利用団体の作品
展示や舞台発表など※送迎バス有り。詳
しくは、同センター☎659-2133へどうぞ

ほん

▼

表１

●太田老人福祉センターまつり

【日時】
９月16日㈮18時半～20時【場所】
市立図書館（高松一）
【内容】県立大の誉
田慶 信 名誉教授が「平泉文化の国際性
●ユネスコチャリティーバザー
と地域性」と題し講演【費用】無料。当日、
会場へどうぞ【問】同館☎661-4343
【日時】９月28日㈬10時半～14時【場
所】桜山神社境内（内丸）
【内容】衣類
●動物公園へ行こう
や日用雑貨などの販売など。協賛品特
別セールは12時～【問】盛岡ユネスコ協
動物公園（新庄字下八木田）で次の
会の高橋さん☎635-2088
イベントを開催。いずれも入園料が必要
です。
【問】動物公園☎654-8266 動
●オータム・オルガン・カフェ
物公園絵画コンテスト【日時】９月17日
㈯～19日㈪、９時半～15時【対象】小学
【日時】10月１日㈯12時 半～16時 半
６年生まで【申し込み】当日９時半から、 【場所】市民文化ホール（盛岡駅西通
サル山前で受け付け ツシマヤマネコ
二）
【内容】オルガン鑑賞や製作者のト
ーク、演奏体験（定員10組）、カフェコ
デー【日時】９月25日㈰10時半～15時
ーナーなど【費用】無料※カフェ利用は
半【内容】ツシマヤマネコにちなんだ工
実費【申し込み】演奏体験のみ、９月７
作やパネル展示など
日㈬10時から、同ホール☎621-5151で
●月釜茶会
先着順に電話受け付け
【日時】９月18日㈰９時半～15時【場
●親子ふれあいテニス
所】中央公民館（愛宕町）
【内容】裏千
家淡交会と江戸千家不白会による茶会
【日時】10月１日㈯13時半～15時半【場
【費用】900円【問】同館☎654-5366
所】市立太田テニスコート（上太田穴口）
【内容】国体のテニス競技会場で、スポ
●もりげきライヴ
ンジボールなどでテニスを体験【対象】
小学１年～４年生と保護者【定員】30組
【日 時】９月21日㈬19 時～21時【場
【費用】無料【申し込み】メールに住所
所】盛岡劇場（松尾町）
【出演】N eil
と参加親子の名前・生年月日、子の学年、
S talnaker&Friends【費用】前売り
電 話 番 号を記載し、９月３日㈯９時か
1000円、当日1200円。小学生以下無料
ら、県テニス協会michiasa@hotmail.
【問】同劇場☎622-2258
co.jpで先着順にメールで受け付け【問】
●子ども科学館で遊ぼう
同協会の浅沼さん090-8923-9816
子ども科学館（本宮字蛇屋敷）で表
●パイプオルガンコンサート
１と次のとおりイベントを開催します。
【問】同館☎634-1171 「かがく」と
【日時】11月２日㈬19時～21時【場所】
あそぼう～親子のための実験教室【日
市民文化ホール（盛岡駅西通二）
【内
時】①９月24日㈯②10月15日㈯、10時
容】オルガニスト・今井奈緒子さんとメ
半～11時半と13時半～14時半【内容】
ゾソプラノ・波多野睦 美 さん、オーボ
①洗剤で実験②風で実験【対象】４～
エ・西沢澄 博 さんによるコンサート【費
▲

盛岡地方法務局は、高齢者・障がい
者に対する暴行や虐待などに関する相
談に応じます。【日時】月～金曜、８時
半～17時15分【専用電話】0570-003-

【日時】９月10日㈯10時～15時※所要
約１時間【場所】都南浄化センター（東
見前３）
【内容】下水をきれいにする過程
を見学【費用】無料。当日、会場へどうぞ
【問】県下水道公社☎638-2623

●科学談話会

【対象】市内に在住または通勤、通学す
る20歳以上で構成する２人以上の団体
【申し込み】市役所都南分庁舎２階の景
観政策課に備え付けの応募用紙に必要
事項を記入し、〠020-8532（住所不要）
市役所景観政策課へ郵送か持参。応募
用紙は市公式ホームページからもダウン
ロードできます【問】同課☎601-5541

■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎えほんのへや
●盛岡文士劇チケット一般販売
【日時】９月１日㈭・15日㈭、15時半～
市は、青少年の健全育成に関する施
16時【対象】幼児～小学２年生
盛岡文士劇のチケットを10月６日㈭、 策について意見を聞くため、委員を１人
◎かみしばいのへや
募集します。
【任期】11月１日から１年間
盛岡劇場と市民文化ホール、キャラホ
【日時】９月８日㈭15時半～16時
【応募資格】次の全てに該当する人①
ール、姫神ホールで９時から、市内プレ
【対象】幼児～小学２年生
イガイドで各開店時刻から発売します。 市内に１年以上住んでいる②平成８年
◎おはなしのじかん
11月１日以前生まれ③市の他の審議会
【公演日時】12月３日㈯17時半～・４日
【日時・対象】９月10日㈯、11時～11時
などの委員を務めていない④平日の日
㈰13時～・４日㈰17時半～（計３回公
20分は4歳～小学１年生、11時半～12
中に開く年２回程度の会議に出席でき
演）
【場所】盛岡劇場（松尾町）
【内容】
時は小学２年生以上
る【申し込み】市役所肴町分庁舎４階
第一 部：現代物「もりおか物語（仮
◎おはなしころころ
の男女共同参画青少年課や市役 所本
題）」（映画「東京物語」より） 第二
【日時・対象】９月９日㈮、10時20分～
館１階の窓口案内所などに備え付けの
部：「口上」 第三部：時代物「みちの
11時は１歳３カ月以上の幼児、11時10
申込用紙に必要事項を記入し、〠020く平泉～秀衡と義経」
【費用】3000円
分～11時半は１歳２カ月以下の乳児
0878肴町２-29、市役所男女共同参画
（全席指定）
【問】同劇場☎622-2258
■都南図書館（永井24☎637-3636）
青少年課へ郵送か持参。10月４日㈫消
●施設の利用制限や休館など
【受付時間】９時～17時
◎おはなしのじかん
印有効。持参は同日17時まで。選考に
※当番院が変更になることがありますので、
【日時】９月14日㈬11時～11時半
より決定【問】同課☎626-7525
市立 総合プール（本宮五）☎634 事前に電話で確認してからご利用ください
【対象】幼児
0450：９月１日㈭～17日㈯、24日㈯・
●排水設備無料点検
月日
接骨院名
電話番号
◎おとぎのへや
25日㈰は終日、利用できません。 盛
９/４ ふくしま整骨院（下飯岡11） 639-7557
【日時】毎週土曜、14時半～15時
岡体育館（上田三）☎652-8855：９
公共下水道や農業集落 排水区域の
9/11 さとう整骨院（月が丘一） 641-7586
月19日㈪を開館し、20日㈫は休館しま
住宅などの排水設備を無料点検します。 【対象】幼児～小学生
９/18 小山田接骨院（東松園二） 663-2574
9/25 ひかり整骨院（高松二） 663-7515
■渋民図書館（渋民字鶴塚☎683-2167）
す。 ゆぴあす（上田字小鳥沢）☎662【日時】９月12日㈪～16日㈮、９時～17
時【募集件数】20件【申し込み】９月５
1414：９月20日㈫～30日㈮は休館し
日㈪～９日㈮、９時～17時に給排水課
ます。 クリーンセンター（上田字小鳥
☎623-1411で先着順に電話受け付け
沢）☎663-7153：９月24日㈯はごみの
内：内科、外：外科・整形外科、小：小児科、歯：歯科、薬：薬局
受け入れを休止します。

▼

●高齢者・障がい者の人権相談

●下水道探検ツアー

【日時】９月24日㈯13時半～14時【場
所】先人記念 館（本宮字蛇屋敷）
【内
容】開催中の企画展「盛岡スポーツ名
士録」について学芸員が解説【費用】入
館料が必要。当日、会場へどうぞ【問】
同館☎659-3338

▲

【日時・場所】９月21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

ほ

●先人記念館ギャラリートーク

盛岡市のふるさと納税「もりおか元気
応援寄付」の寄付者に対する返礼品の
提供を９月１日㈭13時から始めます。詳
しくは、市公式ホームページをご覧くだ
さい。
【対象】１万円以上の寄付をした
人【問】ものづくり推進課☎626-7538

●緑の募金にご協力を

◎えほんのへや
【日時】９月21日㈬15時半～16時
【対象】小学１～３年生
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
◎わくわくおはなし会
【日時】９月10日㈯11時～11時半
【対象】４歳～小学生
◎おひざにだっこの会
【日時】９月16日㈮10時半～11時
【対象】０～４歳
■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
【日時】９月14日㈬10時半～11時
【対象】幼児
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
◎ふたばおはなし会
【日時・対象】９月14日㈬、10時～10時
40分は１歳３カ月～３歳の幼児、10時50
分～11時10分は０～１歳２カ月の乳幼児
■都南公民館（永井24☎637-6611）
◎子どもシネマランド
【日時】９月10日㈯10時半～11時半
【内容】
「おむすびころりん」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 おはなし★らんど
【日時】９月７日㈬10時～12時【対象】
０歳～未就学児

▼

●補聴器無料相談会

みず

たかし

●ふるさと納税寄付者へ
市特産品の返礼を始めます

●違反貼り紙を除却する
ボランティア団体を募集

▼

【日時】９月８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

もりおか歴史文化館（内丸）で次の
とおりイベントを開催。いずれも展示室
入場料が必要です。
【問】同館☎6812100 ギャラリートーク【日時】９月４
日㈰13時半～14時【内容】開催中のテ
ーマ展「競技～盛岡藩のわざくらべ」を
学芸員が解説【定員】先着20人 盛岡
弁で語る昔話【日時】９月17日㈯14時～
15時【出演】ナレーターの小野寺瑞 穂
さんやボランティアら【定員】先着50人

【日時】９月22日㈭16時～17時半（予
定）
【場所】もりおか啄木・賢治青春館
（中ノ橋通一）
【出演】市出身のバイオリ
ニスト工藤崇さん。ピアノ共演に米ニュ
ーヨーク出身のアルバート・ロトさん【費
用】前売り2000円、当日2500円。同館
やプラザおでって２階で販売中【問】同
館☎604-8900

域は産業振興課）。なお、業者に伐採を
依頼する場合は、所有者と業者との連名
による届け出が必要です。
【問】林政課
☎613-8451・産業振興課☎683-3853

▼

●リハビリ無料相談会

●歴史文化館へ行こう

■岩手県Ｕ・Ｉターンフェアin秋葉原
【日時】９月11日㈰11時～16時【場所】
秋葉原ＵＤＸ（東京都）
【内容】県内企
業との面談や就職相談など【対象】県
内企業への就職やＵ・Ｉターンの希望者。
当日、会場へどうぞ【問】ふるさといわ
て定住財団☎653-8976
■小規模介護事業所合同就職面談会
【日時】９月12日㈪13時半～16時半【場
所】ふれあいランド岩手（三本柳８）
【対
象】介護サービス分野への就労希望者
【申し込み】県福祉人材センター☎6374522で電話受け付け

お知らせ

●工藤崇ヴァイオリンコンサート

話番号、出店品目を記入し、〠020-8567
（住所不要）市中央卸売市場業務課へ。
９月13日㈫必着。募集区画数を超えた場
合は抽選【問】同課☎614-1000

▼

【日時】９月７日㈬・21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

し

用】Ｓ席3000円、Ａ席2000円。同ホ
ールや市内プレイガイドなどで販売中
【問】同ホール☎621-5100

▼

●成年後見相談

催

【内容】祖父母の似顔絵を描いて展示。 ５歳程度の子と保護者【定員】各回10
組【費用】各回200円【申し込み】同館
参加者プレゼント有り※20日㈫に入賞
で先着順に電話か直接受け付け①９月
作品発表【問】ゆぴあす☎662-1414
６日㈫９時～22日㈭17時半②９月24日
●県内・市内で働こう！
㈯９時～10月13日㈭17時半

就職面談会

▼

市民税と固定資産税、国民健康保険
税の納付と、相談の受け付けを次のと
おり行います。
【日時】①９月６日㈫・８
日㈭、17時半～20時② 毎週 木曜、17
時15分～19時【場所】①納税課（市役
所別館２階）、健康保険課（同１階）②
玉山総合事務所税務住民課（渋民字泉
田）
【問】納税課☎613-8462

▼

●夜間納付相談

110【問】同法務局☎624-9859 受け
付け延長【日時】９月５日㈪～９日㈮は
19時まで 休日受け付け【日時】９月
10日㈯・11日㈰、10時～17時
▲

談

▲

相

渋民中央病院
外 栃内病院
地球温暖化防止などの役割を果たし、 ９/11 小 村田小児科医院
歯 小野歯科医院
㈰
重要な資源である森林。無秩序な開発
せせらぎ薬局
などから守るため、森林を伐採するとき
サンタウン調剤薬局
薬
は30日前までの届け出が法律で定めら
中津川薬局
こんや町薬局
れています。届出先は、林政課（玉山地

●森林の伐採には届け出を

所在地
東見前８-20-16
高松三丁目11-29
大沢川原一丁目１-２
梨木町２-13
湯沢西三丁目４-１
東見前８-20-４
高松三丁目11-23
大沢川原一丁目１-３
梨木町２-14
下ノ橋町４-15
北松園二丁目15-４
渋民字大前田53-２
肴町２-28
紺屋町３-４
月が丘三丁目32-６
下ノ橋町６-８
北松園二丁目13-１
肴町８-５
紺屋町３-７

電話番号
632-4600
663-1247
624-2715
652-1861
637-7774
639-8706
661-6995
624-8730
652-3345
606-0812
662-2888
683-2336
623-1316
622-7132
641-6480
603-5505
662-0576
604-2300
653-1521
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もっと知りたい！盛岡
盛岡市公式ホームページ

もりおか

volum
e

521

盛

じ ゅ ん

山形 純菜

２０１６ミス・インターナショナル日本代表

奥ゆかしさのある
盛岡が大好き

な

さん
６月６日、盛岡市・玉山村合併10周年特別番組「私たち
が活躍するまち、もりおか～活力に満ち、詩情あふれる
新県都～」の撮影のため来盛。大学在学中に2016ミス・
インターナショナル日本代表に選ばれ、10月27日にはミ
ス・インターナショナル世界大会に出場予定。平成６年、
盛岡市生まれ。

岡市出身で、高校卒業まで住んでいま
した。父の影響で小・中学生のときは
バレーボールに力を入れていました。高校時
代は、友人と遊びに行ったりおしゃべりした
り、日常の何気ないことがとても楽しく思い
出に残っています。今でも帰省すると真っ先
に友達に会いに行きます。あと、冷麺も必ず
食べます！ 私のソウルフードですね。
盛岡を離れて気付いたのは、盛岡の人は本
当に心が温かいということ。帰ってくるとほ
っとします。また、盛岡にはじゃじゃ麺やわ
んこそばといった食文化、南部鉄器をはじめ
とする伝統工芸など昔から受け継がれてきた
ものがたくさんあります。そういう歴史や文
化などをもっと大切にしないといけないなと
改めて感じました。地元の若い人にもそのこ
とに気付いてほしいし、市内の観光名所など
も「もっとアピールしていいのに！」と思い
ます。でもそういう盛岡の奥ゆかしさも大好
きなんですけどね。
東日本大震災のときにアナウンサーの言葉
に元気をもらった経験があり、私も2020年
の東京オリンピックに元気や感動を伝える立
場として関わりたいと思うようになりました。
そのとき、日本だけではなく世界の事も知っ
ていた方がより多くの感動を伝えられると思
い、経験を積むためミス・インターナショナ
ル日本大会に応募しました。選考会の水着審
査のときにさんさ踊りの振りを入れたんです。
インパクトは残せたと思います。10月にあ
る世界大会では優勝を狙いたいですが、まず
は世界各国のミスたちに日本の歴史や文化を
伝えたい。また、彼女たちからもいろいろ学
びたいです。日本代表である１年は日々勉強。
１日１日を大切に過ごしていきます。

直筆サイン色紙を抽選で５人へプレゼント
▼

▼

応募資格：盛岡市に住んで
いる人。
応募方法：はがきに住所と名
前、年齢、性別、電話番号、広
報もりおかの感想を記入し、〠
020-8530（住所不要）市役所

広

告
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広聴広報課「山形純菜さんサイ
ン色紙プレゼント係」へ郵送し
てください。９月20日㈫消印
有効。応募は１人１通まで。当
選者の発表は、プレゼントの発
送をもって代えます。

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！
パソコンやスマホからどうぞ

▼

寸評

もりおかすんぴょう

盛岡市公式ツイッター

https://twitter.com/moriokashi

盛岡市公式フェイスブック

https://www.facebook.com/
moriokashi

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。
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

（11ページに掲載）の答え
④SANSA

編集後記

いよいよ国体！普段はテレビで
しか見ない競技も、間近で観戦
できる絶好の機会でもあります。
日頃、スポーツとは縁遠い生活
をしている私も、会場に足を運
んで応援します！（た）

発行：盛岡市

〠020-8530盛岡市内丸12-２
☎019-651-4111
ファクス：019-622-6211
info@city.morioka.iwate.jp
編集：市長公室広聴広報課
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