みんなで築き上げた大舞台
いよいよ幕開け

広報
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10月１日号（No.1442）

ー

域や学校、企業などと協力し取り組んできました。
歓迎の準備は万端です。皆さんの手でここまで築き
上げた舞台。来盛する人たちだけでなく、皆さんも一
緒に楽しんで、盛岡の魅力を伝えましょう！
【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（国体推進局内）☎603-8009

各競技日
程
しくは、 について詳
９月１日
掲載して
号
います！ に

平成28年10月１日号

◆主な内容◆

46年ぶり２回目となる本県での国体「希望郷いわて
国体本大会」がいよいよ10月１日、開幕します。市は
「盛岡を盛り上げる」を合言葉に、市民の皆さんと一緒
に「モリモリ運動」を展開。この写真のとおり、花いっ
ぱい運動や清掃活動、わんこダンスの普及、応援のぼり
旗やおもてなし記念品の制作、炬火イベントなどに、地

盛岡市の決算、認知症特集
市民総参加スポーツの集い・スポーツ関連イベント、いも
のこ汁振る舞い、公民館などの祭り、玉山地域産業まつり
もりおかライフストーリー、盛岡市コレクション展、錦秋
公演、今昔物語、突撃取材、市民伝言板
写真 de もりおか（啄木マラソン）
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平成 年度
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盛岡市の決算
歳入総額
1145億7695万円

歳出総額
1125億8813万円

前年度比21億6195万円増

福祉や教育、都市整備など、市の主
なお金の出し入れをしています。市に
入ったお金が歳入、市が使ったお金が
歳出です。
27年度の決算は、歳入から歳出を
差し引いた19億8882万円から、28年
度へ繰り越した事業の財源２億9839
万円を差し引いた実質収支で、16億
9043万円の黒字になりました。

市税

421億4247万円
36.8%

国庫支出金

202億1345万円
17.6%

地方交付税

152億3828万円
13.3%

市債

128億4380万円
11.2%

税制改正による法人市民税の
減少や、評価替えによる固定
資産税の減少などにより、前
年度と比べて８億3094万円
減少しました。

民生費

420億6296万円
37.4%

公営住宅建設事業の増加など
により、前年度と比べて７億
1516万円増加しました。

災害復旧事業費支出金の減少
などにより、前年度と比べて
６億9399万円減少しました。

土木費

退職手当や給与改定に伴う人
件費の増加などにより、前年
度と比べて21億1449万円増
加しました。

県支出金

72億2423万円

総務費

地方消費税交付金
57億4522万円

5.0%

地方消費税率引き上げの影響
により、前年度と比べて21億
1497万円増加しました。

新しい自動車などの購入（普通建設）

いずれも年額で
示しています

■特別会計
（歳出）
（▲はマイナス）
特別会計名
決算額
前年度との比較増減
国 民 健 康 保 険 費 318億3223万円
42億4028万円
介 護 保 険 費 234億2216万円
10億 800万円
後期高齢者医療費
27億7581万円
▲1951万円
中 央 卸 売 市 場 費
15億9997万円
▲1207万円
315万円
農業集落排水事業費
5億2526万円
土 地 取 得 事 業 費
1億1360万円
▲2175万円
母子寡婦資金貸付
3497万円
▲1282万円
▲338万円
公設浄化槽事業費
2295万円
東 中 野 財 産 区など
283万円
▲21万円
計
603億2978万円
51億8169万円

（財政健全化判断比率）

①実質赤字比率
一般会計を中心とした赤字割合
②連結実質赤字比率
全ての会計の赤字割合
③実質公債費比率
年間の借金返済額の割合
④将来負担比率
将来負担すべき負債の割合

27年度の市民１人当た
りの借金（市債残高）は
45万871円で、
昨年度に比べ
て6539円増
えました。

土木費
５万5304円
その他
３万1643円
総務費
４万3907円

教育費
２万9675円

公債費
４万5212円

地方公共団体の財政健全度を判断する４つの指標に
ついて、市はいずれも基準を下回り、健全な水準です。
いずれかの指標が基準を超えると「早期健全化団体」や
「財政再生団体」になり、財政健全化のため税金の増額、
住民サービスの見直しなどが必要になります。

―2.82％

早期健全化基準

財政再生基準

11.25％

20％

（―2.24％）

健全
―23.94％ 団体 16.25％
（―22.06％）
10.4％

（11.2％）

73.0％

（75.6％）

25％

早期
健全化
団体

30％

財政再生
団体

35％

350％

健全財政

認知症とは？
認知症は誰にでも起こり得る脳の病気で
す。さまざまな原因で脳の細胞が損傷を受
けたり、脳の働きが悪くなったりすることで、
記憶や思考などの能力が低下し、生活に支
障を来す状態をいいます。また、認知症の人
に接する家族や周囲の人たちの対応によっ
て、徘徊や怒りっぽさ、うつ状態などの症状
の現れ方に差が出る場合があります。もの
忘れが増えたり、今まで出来ていたことが出
来なくなるなどの変化に周囲の人は戸惑う
と思いますが、その変化に一番混乱してい
るのは本人です。周囲の人が認知症につい
て正しく理解し、本人の気持ちに寄り添いな
がら接することが大切です。
はいかい

早期発見・対応が大切です
認知症は、早期に発見・治療することで、
進行を遅らせたり、症状を緩和したりする
ことができます。早期発見のために「もの忘
れ検診」を活用したり、身近なかかりつけ医、
もの忘れ相談医※にご相談ください。
※もの忘れ相談医は市公式ホームページの「認
も り
知症みまmori（盛）ネット」に掲載しています

民生費
14万2915円

衛生費
２万6827円

固定資産税
５万7085円

財政指標

14億5616万円 1.3％

医師

医療法人糖友会
金子胃腸科内科

財政悪化

地域全体でのケアが必要
たとえ認知症になったとしても住み慣れ
た地域で安心して暮らし続けられるよう、近
所同士の見守りなど、地域全体でのネット
ワークづくりが必要です。また、認知症によ
る徘徊の心配がある場合は、ＳＯＳネット
ワークシステムに登録しておきましょう。

不安なことは
地域の相談窓口へ

国民健康保険費や介護保険費など、特定
の財源で事業を運営しています。

26億117万円 2.3％

ひ ろ す み

金子博純

S
O
S

【日時・場所】10月６日㈭14時
～15時半は松園地区公民館（東
松園二）、25日㈫13時半～15時
は河南公民館（松尾町）
【費用】無料。当日、会場へど
うぞ
【内容】認知症についての理解
を深め、認知症の人への接し方
を学びます。受講者には認知症
サポーターの証しとしてオレン
ジリングを渡します

【対象】65歳以上
【期間】10月31日㈪まで
【費用】無料
【 受 診 方 法 】成 人 検 診
や特定健診、後期高齢者
健診の受診の際、実施医
療機関の窓口で、もの忘
れ検診を希望する旨お申
し出ください。実施医療
機関は６月15日号に折り
込みの「盛岡市検診だよ
り」か市公式ホームペー
ジをご覧ください

表

地域包括支援センターと介護支援センター
名称（所在地）
盛岡駅西口地域包括支援センター（盛岡駅西通一）
上田介護支援センター（上田一）
浅岸和敬荘地域包括支援センター（浅岸三）
松園・緑が丘地域包括支援センター（西松園二）
ケアガーデン高松公園介護支援センター（上田字毛無森）
五月園地域包括支援センター（東山二）
ヴィラ加賀野介護支援センター（加賀野三）
城南介護支援センター（神明町）
青山和敬荘地域包括支援センター（南青山町）
おでんせ介護支援センター（上厨川字横長根）

電話番号
606-3361
604-1335
622-1711
663-8181
665-2175
613-6161
651-5723
621-1215
648-8622
648-0621

認知症サポーターとは
講座で学んだ知識を家族や友人に伝え
たり、地域や職場、外出先などで、認知
症の人に対してでき
る範囲でサポートす
るなど、認知症の人
とその家族を理解し
見守ることが役割で
す。現在、市内には
約１万人の認知症サ
ポーターがいます。

加齢によるもの忘れ
と認知症の違い
加齢によるもの忘れと、
認知症の症状では次のよう
な違いがあります。自身や
家族で確認してみましょう。
加齢によるもの忘れ
体験の「一部」を忘れる
親しい人やよく行く場所
は忘れない
性格は変わらない
自分の今いる場所や時間が
分かる

「盛岡広域シルバーケアＳ
ＯＳネットワークシステム」は、
徘 徊の 心 配 が ある人を事 前
に登録するシステムです。登
録者が行方不明になった場合
などに、警察や行政、支援セ
ンターなどが連携し、行方不
明者の早期発見につなげます。
登録は各警察署か長寿社会課、
各地域包括支援センター・介
護支援センターでできます。

地域包括支援センターと介護支援センター（表）は、高
齢者の総合相談窓口です。右のような相談に応じています。

現在、高齢者の約７人に１人とされ
ている認知症の人は、10年後には５人
に１人に…。（厚生労働省による推計）
身近な人が認知症になることもあり得
ます。正しい知識を身に付けておきま
しょう。【問】長寿社会課☎613-8144

認知症の症状
体験の「全部」を忘れる
親しい人やよく行く場所
が分からなくなる
性格に変化がある
自分の今いる場所や時間
が分からなくなる

履物用ステッカーの活用を
ＳＯＳネットワークシステムに登録し、
希望する人には、履物用ステッカーを配
布。徘徊している認知症の人が名前や住
所を答えられなくても、ステッカーの番号
から、市や警察が、身元
や家族の連絡先を確認
することができます。

お気軽に
ご相談くだ
さい

特別会計

行政サービスの
提供に掛かる費用
＝37万5483円
（前年度：36万8910円）

市の財政は
健全です！

35億8904万円 3.2％

～認知症サポート医に聞きました～

盛岡広域シルバーケア
ネットワークシステム

ローンの返済（公債費）
生命保険など（補助費）
子どもへの仕送り（繰出金）
預金
家電や自動車の修理（維持補修費）
その他（災害復旧・貸付金など）
計

その他
9248円
都市計画税
7049円

258万円
244万円
131万円
110万円
109万円
82万円
14万円
７万円
７万円
962万円

医療費・健康保険（扶助費）

（前年度：12万8007円）

79億2155万円 7.1％

議会費 ７億1458万円 0.6％
労働費 ２億3586万円 0.2％
災害復旧費 １億1278万円 0.1％

9.8%

食費などの生活費（人件費・物件費）

個人市民税
５万3911円

91億4223万円 8.1％

河川災害復旧事業の減少など
により、前年度と比べて７億
6374万円減少しました。

出

360万円
234万円
192万円
110万円
18万円
４万円
13万円
47万円
978万円

市税の負担
＝12万7293円

2［広報もりおか 28.10.１］

128億5510万円
11.4%

支

基本給（市税）
親からの支援（国・県支出金）
諸手当（地方交付税や交付金）
家の増改築のため借金（市債）
自宅の部屋を間貸し（使用料など）
古本を売却（財産収入）
預金の取り崩し（繰入金）
その他（雑入など）
計

入

当たりで
市民１人
見ると…

公債費

教育費
衛生費
消防費
農林費
商工費

その他（使用料や繰越金など）

収

市税を年収360万円（基
本給月額30万円）の家
計に例えて、それぞれを
家計の項目（年額）に置
き換えています。

149億7854万円
13.3%

6.3％

111億6950万円

と支出を
市の収入
えると…
家計に例

169億1816万円
15.0%

正しく知ろう認知症

もの忘れ検診で早期発見！

使い道が決められていない普通税（市
民税や固定資産税）と、使い道が決めら
れている目的税（入湯税と都市計画税）
に分かれます。27年度の入湯税の収入
額は5587万円で観光振興の補助や消火
栓の整備に、都市計画税の収入額は20
億6517万円で街路や公園、下水道の整
備、区画整理などに充てました。

前年度比25億7901万円増

認知症になっても
安心して暮らせるまちへ
認知症サポーター養成講座

一般会計

市は、市税や地方交付税などを財源にし
て予算を編成し、市民生活の向上と快適
なまちづくりに取り組んでいます。27
年度決算がまとまったので、概要をお知
らせします。【問】財政課☎613-8362

○介護や福祉サービス
○在宅生活の悩み事
○高齢者に対する虐待
○成年後見制度について
○家族の認知症 など
名称（所在地）
みたけ・北厨川地域包括支援センター（月が丘三）
イーハトーブ地域包括支援センター（本宮一）
千年苑介護支援センター（上太田穴口）
地域包括支援センター川久保（津志田26）
都南あけぼの荘介護支援センター（湯沢４）
飯岡介護支援センター（永井14）
希望の里介護支援センター（乙部５）
玉山地域包括支援センター（好摩字夏間木）
秀峰苑介護支援センター（下田字羽根）

電話番号
648-8834
636-3720
658-1190
635-1682
639-2528
605-7077
696-4386
682-0088
683-1526

：27年度の盛岡市の比率（実質赤字と連結実質赤字比率は参考比率として表示）
※（

）内は昨年度の比率

［広報もりおか 28.10.１］3

スポーツと食で彩る
スポーツの集い

アクアビクス体験会を除き、いずれも開
始15分前から先着順に受け付けます。
■産直販売・ポップコーンプレゼント
【時間】10時～※無くなり次第終了
■アクアビクス体験会
【時間】10時10分～10時50分【内容】音
楽をかけて水中で行うエクササイズ【対
象】水深110㌢で運動できる人【定員】
30人【受け付け】10時から先着順
■スイムクリニック
①４歳以上の未就学児
【時間】11時～11時40分【内容】水慣れ
からバタ足【定員】10人
②中学生以上
【時間・内容】12時～はクロール、12時45分
～は平泳ぎ、13時半～は背泳ぎ、14時15分
～はバタフライ。各40分間【定員】各20人
■はじめてのピラティス
【時間】13時15分～14時15分【対象】小
学生以上【定員】20人
■おうちピラティス
【時間】14時半～15時15分【対象】小学

■ポップコーンプレゼント
【時間】９時～※先着200人
■鉄棒・マット運動ワンポイントレッスン
【時間】10時～12時【対象】小学２年生以下

市立武道館（住吉町）

いわぎんスタジアム（永井８）

■お菓子プレゼント
【時間】９時～※先着100人【対象】小学
生以下
■初心者教室
①なぎなた【時間】９時～11時【対象】小

■ラグビー公開試合（観覧）
①岩手不惑VS仙台ゆうわく
【時間】12時～13時半
②緑生園VS盛岡消防本部
【時間】13時半～14時半
りょく せ い え ん

グラウンドゴルフ教室
おん

【日時】10月17日㈪９時半～12時15分
【場所】ふれあいランド岩手（三本柳８）
【内容】障がいのある人たちと一緒にグラウンドゴルフを行
い、参加者同士で交流を楽しむ
【定員】30人
【申し込み】10月４日㈫９時から、市身体障害者スポーツ推
進協議会の小野寺さん☎622-6507で先着順に電話またはフ
ァクスで受け付け

秋の味覚！

いものこ汁おふるまい
手作りのいものこ汁を無料で振る舞います。
開催場所や日時などは表のとおり。無くなり次
第終了です。【問】農政課内、市産地直売所連
合会☎626-7540
表

場所や日時、振る舞う杯数
場所
日時
杯数
あすなろ屋羽場店（羽場16）
10月の毎週木曜11時～
各50杯
てんぐの里106（川目６）
10/９㈰11時～14時
300杯
サン・フレッシュ都南（下飯岡21） 10/15㈯・16㈰、９時～
各100杯
上鹿妻の産直あいさい舘（上鹿妻山崎） 10/15㈯・16㈰、10時半～ 各150杯

上田公民館
まつり
【日時】10月８日㈯～10日㈪
９時～16時半※10日は15時まで
【場所】上田公民館（上田四）
【問】同館☎654-2333
表

上田公民館まつりのイベント
※◆印は事前申し込みが必要です。詳しくは同館へお問い合わせください
イベント名
日時
内容など
10/８㈯は９時半～12時、10㈪は 能楽や琵琶、ラウンドダンス、民謡、和音、
舞台発表
９時半～12時と13時10分～15時 吹奏楽、ハーモニカなどを披露
手作りの「さくさくクッキー」を各先着
おもてなし
10/８㈯・10㈪、11時～
50人に振る舞い
10/９㈰10時～15時※９時半～ 煎茶道三彩流彩茗会と武者小路千家岩手官
茶会
14時半に受け付け
休会による茶会【費用】900円（２席分）
コーラスとハーモニカの共演により懐かし
ミニコラボコンサート
10/９㈰10時半～11時半
いメロディーを披露
社交ダンスパーティー
10/９㈰14時～16時半
社交ダンスを披露
◆たのしい電波教室～ＦＭＩ
電波について学ぶDVDを鑑賞後、半田ゴ
10/８㈯13時～15時半
Ｃラジオをつくってみよう！～
テを使ってラジオを作る
同館で活動するサークルなどによる絵画や
作品展示
期間中
陶芸、生け花、絵手紙作品などを展示

都南公民館まつり
・都南芸術祭
【日時】10月21日㈮～23日㈰
10時～17時※23日は16時まで
【場所】都南公民館（永井24）
【問】同館☎637-6611

昨年の都南公民館まつり
・都南芸術祭の様子

楽しく交流！

■ノルディックウオーキング～秋の中津川を楽しむ
【日時】10月17日㈪10時～12時
【場所・内容】もりおか歴史文化館（内丸）前に集合し、御
厩橋～山賀橋の周回コース約6㌔をポールを使って歩く
【定員】20人
【費用】800円※ポール貸し出し200円
【申し込み】10月4日㈫10時から、まつぞのスポーツクラブ
☎663-9280で先着順に電話受け付け
■御所湖一周ウオーキング
【日時】10月29日㈯９時45分～13時15分
【場所】御所湖広域公園・つなぎ多目的運動場（繫字除キ）
【内容】「新日本を歩く道紀行100選、水辺の道」に選ばれ
たコースを、ウオーキングは①７㌔②10㌔③15㌔の３コー
スに、ノルディックウオーキングは①５㌔（初心者講習有
り）②10㌔の２コースに分かれて歩く
【費用】500円※ノルディックウオーキングは先着50人に
ポール無料貸し出し
【申し込み】つなぎスポーツ研修センター☎681-6880で電話
受け付け。住所と名前、年齢、電話番号、参加コースを記入し
たファクス681-6818でも受け付けます。10月26日㈬17時締め
切り
4［広報もりおか 28.10.１］

ふ わく

10月10日に無料開放する体育施設
施設
開放時間
対象など
盛岡体育館
トレーニング室
８時～21時
小学生以上
子ども遊具広場
９時～14時半
保護者同伴
（上田三☎652-8855）
盛岡タカヤアリーナ
トレーニング室
９時～21時
小学生以上
（本宮五☎658-1212）
市立総合プール
メインプール※時間帯で利用
10時～20時半
水泳帽着用
（本宮五☎634-0450）
できるコースが変更
みちのくコカ・コーラボトリ
ングリンク
スケートリンク
11時15分～18時 貸靴代は有料
（本宮五☎601-5001）
市弓道場
中学生以上。中・高校生は保護
弓道場
９時～21時
（加賀野四☎654-6801）
者同伴。用具持参
渋民運動公園総合体育館
トレーニング室
９時～21時
利用カードを持っている人
（川崎字川崎☎683-1636）
※各施設の室内を利用する際は室内用の靴をご用意ください（弓道場とみちのくコカ・コーラボトリングリンクを除く）

秋空の下をウオーキング
やま が

盛岡体育館（上田三）

表

色づく草木

まや

じょう ど う

中央通勤労青少年
ホーム祭
「見る！食べる！ホーム祭 今年はきのこ！！」
をテーマに、秋の味覚きのこにまつわる楽しい企画
やいろいろなイベントが盛りだくさんです。
【日時】10月16日㈰10時～15時
【場所】中央通勤労青少年ホーム
（中央通三）
【内容】
▶きのこ汁やきのこの炊き込み
ご飯の販売
▶当たり付き餅まき
▶茶席
▶作品展示 など
【問】同ホーム☎623-2701

昨年の中央通勤労青少年
ホーム祭の様子

盛岡市・玉山村合併10周年記念

玉山地域の農・工・商業が大集合！

玉山地域

産業まつり
【日時】10月15日㈯10時～15時
【場所】ユートランド姫神（下田字生出）
【内容】
▶産直市たまやま：特産品や農畜産品の販売、屋台の
出店
▶企業展示：地元企業の製品や企業紹介パネルの展示
▶工芸展たまやま：玉山地域で活動する工芸家の作品
展示
▶アトラクションなど：地元企業が製造し、
各地卸売市場などで荷役用として活躍中
のマイテーカーの試乗体験や餅まきなど
【問】玉山地域産業まつり実行委員会
事務局☎683-3852
玉山製のマイテーカーは同種車両
で全国トップシェアを誇ります▶

表

都南公民館まつりのイベント
※★印は事前申し込みが必要です。同館で電話または直接受け付け。10/13㈭17時締め切り
イベント名
日時
内容など
★シニア木工体験教室 10/21㈮10時～12時
オリジナルの木工作品制作【費用】450円
★親子のやさしい陶芸
窯で焼く本格的な陶芸を親子で体験
10/22㈯10時～12時
教室
【費用】1000円
茶会
10/22㈯10時～15時
表千家による茶会【費用】300円
飲食コーナー
10/22㈯・23㈰、11時～14時 季節の汁物やおにぎりなどを販売
舞台発表
10/22㈯・23㈰、11時～16時 合唱や吹奏楽、伝統芸能などを披露
たのしい子どもあそび
手作りおもちゃや懐かしい遊びで遊べるコー
10/23㈰10時～12時
コーナー
ナー
読み聞かせわらべうた 10/23㈰11時～12時
赤ちゃん向けのお話会【対象】１歳前後の子
例年売り切れ続出のバザーでお気に入りの一品
バザー
10/23㈰12時～15時
を見つけよう
わくわく♪スタンプラリー 期間中
館内を回ってポイントを集め景品をゲット！
同館で活動するサークルなどによる水墨画、ち
作品展示
期間中
ぎり絵、パッチワーク、絵画作品などを展示

玉山地域公民館
まつり
【日時】10月29日㈯・30日㈰、10時～15時半
【場所】渋民公民館・姫神ホール（渋民字鶴塚）
【内容】
▶作品展示：公民館利用団体などによる手芸や
絵画、写真、生け花、書道、俳句などの作品を
展示
▶舞台発表：ピアノやダンス、楽器演奏、民謡
などを披露
▶その他体験コーナー：お茶席や生け花の体験、
フリーマーケットなど
【問】同館☎683-2354

昨年の公民館まつりの様子

［広報もりおか 28.10.１］5
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市立総合プール（本宮五）

学生以上
②杖道【時間】13時～15時【対象】小学生
以上
③空手【時間】15時～16時半【対象】年長
以上

秋
玉山の特産品「雁喰い
豆」を使用したビール・
玉山スタウトも出品

10月10日㈪の体育の日に「市民総参加ス
ポーツの集い」を開催します。当日参加の
イベントがたくさん。また、表の施設を無料
で開放します。詳しくは、各施設かスポーツ
推進課☎603-8013へお問い合わせください。

生以上【定員】20人
■トランポリン体験会
【時間】14時45分～15時45分（１回15分、
全４回）【対象】小学生以上【定員】各５人
■水球体験会
【時間】15時～15時45分【対象】小学生
以上
■ドライランド
【時間】15時～16時【内容】主に水泳選
手が行う陸上トレーニングを体験【対象】
小学生以上【定員】20人

昨年の上田公民館まつりの様子

市民総参加

秋

文化活動や地元の産業に親しむ

▼

伝統担う次世代が競演
一糸乱れぬ演舞を披露した盛岡さんさ踊り清流

青少年郷土芸能フェスを開催

いフォ ー ム の泳
のな
駄
ら し か っ た ぎが
素晴
無

み

先着順です。掲載方法など詳しくは、広
聴広報課☎613-8369へどうぞ。なお、
場所などは掲載時点での予定です。

●いわて水彩展
日時 10月３日㈪～５日㈬、９時～17時
※３日は10時半から、５日は16時ま
で 場所 プラザおでって（中ノ橋通一）
費用 無料 問 安部さん☎0198-31-2119
●メディカルアロマ盛岡フェスタ
日時・内容 10月６日㈭13時半からは
日本メディカルアロマテラピー協会
の吉田晶一会長によるセミナー、15
時～16時半はアロマケア用品の作成
場所 遺 跡の学び 館（本 宮 字 荒 屋）
定員 30人 費用 1000円 申し込み 関さん
☎080-8220-8686
●ＷＴＢ合奏団定期演奏会
日時 10月９日㈰14時～16時半 場所 市
民文化ホール（盛岡駅西通二） 内容
バッハやチャイコフスキーなどの楽
曲を演奏 費用 無料 問 高橋さん☎0905230-2687
●盛岡ウィンドアンサンブル
秋の演奏会
日時 10月15日㈯17時半～19時 場所 キャ
ラホール（永井24）費用 前売り300円、
当日500円 問 佐々木さん☎697-7074
●講演会「忘れかけた心をあなたに」
日時 10月16日㈰13時～15時 場所 アイ
ーナ（盛岡駅西通一）内容 幸せな暮ら
あ

しょうい ち

「樹陰」海野経
油彩 145×112㌢

「ブナ林 夏」獅子内武夫
油彩 130×162㌢ 1995年

1967年

広

べ

しゅん

中村舜君
＝八戸市＝

ひらく

小野寺啓さん（右）
下道あゆみさん＝本町通三＝

孫たちに勧め
ら
れて
見に来てよかっ
たです

あや え

を無料で掲載するコーナーです。掲載は

きょう え ん

の迫力 は 、 テレ
選手
ビ
野
まる で違いま で
萩 のと
し
る
た
見

大好きな松田選
手が
かっこよかった
！

６［広報もりおか 28.10.１］

選手のオーラに圧
倒！

市所蔵の美術品の中から、岩手・盛岡ゆか
りの作家たちの作品を展示します。24人の
作家による63点を出展予定。希望郷いわて
国体・希望郷いわて大会に併せて開かれる文
化プログラムの一環です。岩手・盛岡のアー
トの数々をぜひご堪能ください。
【日時】10月１日㈯～10日㈪※３日は休館
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）
【費用】無料。当日会場へどうぞ
中村勘九郎（右）と七之助

告

しょうじ

市民サークルの会員募集や催事情報など

いわて･もりおか アートの饗宴

「岩手山朝陽」橋本八百二
油彩 61×73㌢ 1973年

広

秋

昔からの盛岡を生かして

きょう や

及川朋美さん・響矢君
＝上ノ橋町＝

市民伝言板

の

盛岡市コレクション展2016

お ん な だ て

来たかいが
ありました

迫力満点でした！

しおくみ

とも み

しげ お

まさ き

市民文化ホールの芸術鑑賞事業 【問】同ホール☎621-5100

中村勘九郎、七之助兄弟による歌舞伎の特別公演。
２人が歌舞伎を分かりやすく紹介する「歌舞伎塾」
や、舞踊「汐汲」、「女伊達」など、さまざまな演目
をお楽しみください。
【日時】11月20日㈰
11時～13時と15時～17時（２回公演）
【場所】市民文化ホール（盛岡駅西通二）
【費用】Ｓ席8500円（残りわずか）、Ａ席7000円、
Ｂ席5000円。チケットは同ホールや岩手日報社事業
部（内丸）、市内プレイガイドで発売中

じゅん こ

（左から）藤田雅己君・翔士君・綾恵さん
＝津志田町一＝

芸術

vol.52

驚
早くて きまし
た
ぎが
泳
らしい体つき ！
晴
でし
な素
ん
た

中軽米純子さん（左）・重男さん
＝さいたま市＝

りつ き

もりおか今昔物語

名須川町で生まれ育ちました。
小学校に入る頃に県立中央病院が
内丸から上田に移転したので、跡
地に造られた緑の広場で遊んだり、
中津川で石投げをしたのを覚えて
います。自転車で北山のお寺まで
遊びに行ったりもしました。
今は実家の龍谷寺で副住職を務
めていて、法事や供養、お寺の維
持管理などをしています。息抜き
は、街歩きや行きつけの喫茶店で
のマスターとの会話。たまに仏教
の話をしたりして、人とのつなが
りが広がることが楽しいですね。
盛岡には古くからの街並みや人
とのつながりが残っています。そ
ういうものは形を変えてでも残し
りゅう こ く じ

力強さと華やかさを併せ持つ黒川田植踊り

市青少年郷土芸能フェスティバル（市無形民俗文化財保
存連絡協議会主催）が８月28日、肴町のホットラインサ
カナチョウで開かれました。県や市の無形民俗文化財指定
の11団体に所属する、主に小学生から高校生までが出演。
３カ所に設置された会場にはたくさんの観客が訪れ、伝統
を引き継ぐ担い手に大きな声援を送りました。
仙北小鷹さんさ踊り保存会の鶴田凛季さん＝向中野小６
年＝は「練習どおりできたし、拍手をたくさんもらえてう
れしかった。仲間と励まし合って練習するのは楽しいので、
これからもずっと続けたい」と笑顔で汗を拭いました。

中村勘九郎 中村七之助
錦秋特別公演2016

in
いわて国体
水泳競技会
（９月９日）

見た
競泳競技を
て！
え
感想を教

出演団体（順不同）
・北山郷土芸能保存会
・釘ノ平念仏剣舞保存会
・黒川田植踊り保存会
・盛岡さんさ踊り清流
・山岸さんさ踊り保存会
・乙部さんさ踊り保存会
・大宮さんさ踊り保存会
・門さんさ踊り保存会
・滝の下さんさ踊り保存会
・さんさ伝承会太田太鼓
・仙北小鷹さんさ踊り保存会

ダイナミックな泳ぎ
を披露した選手たち

材

取
突撃

さ

えき

しお み

としゆき

ち ふくていきん め

ギ ャ ラ リ ー

ていってほしいです。龍谷寺では
春に本堂でジャズフェスティバル
を開催しています。モリオカシダ
レ（国指定天然記念物）が咲く中、
昔ながらの木造建築物の中で聴く
ジャズは一味違いますよ。新しい
人たちも地域の中に入ってくるき
っかけになりました。
昔からあるものを生かしながら、
こうした活動も続け、人とのつな
がりを広げていきたいです。

次回は、上舘さんが紹介する人が登場します。

鈴木テルさん
＝滝沢市＝

しのヒントについての講演 費用 1000
円（中学生以下無料）問 佐 伯さん☎
090-3648-4568
●日本保育保健協議会市民公開講座
日時 10月16日㈰14時～15時半 場所 県
立大（滝沢市）内容 白梅学園大の汐見
稔幸学長が「親の言葉でこんなに変わ
る子どもの育ち」と題して講 演 定員
300人。13時半から先着順 費用 無料 問
かがの保育園の福島さん☎652-0140
●震災復興支援チャリティー
日時・内容 10月22日㈯13時半～15時
25分はドキュメンタリー映画「地球
交響曲第八番」の上映会、15時40
分～16時半はバイオリン演奏会 場所
アイーナ（盛岡駅西通一） 費用 前売
り：大学生以下1000円、一般2000
円（当日は一般のみ500円増） 問 宇
部さん☎090-4630-7511
●アマチュア講談師地伏亭金目
盛岡講談会
日時 10月22日㈯14時～15時 場所 も
りおか町家物語館（鉈屋町） 内容
「武」をテーマにした講談と落語
費用 前売り500円、当日600円 問 松
田さん☎080-1816-2986
●岩手大版画研究室展
日時 10月24日㈪～29日㈯、10時～
19時※29日は17時まで 場所 Gallery
彩園子Ⅱ（上ノ橋町） 費用 無料 問 小
原さん☎080-1826-6816
●小鹿公園の野鳥観察会
日時 10月30日㈰９時～11時半 場所 小
鹿公園（三ツ割字深沢）入口そばの
池の前に集合 費用 無料 問 松園地区地
域協働推進委員会の佐藤さん☎0805221-8226

か み だ て ぶ ん りゅう

上舘文隆さん（35）＝名須川町＝

と

も

●つながる食卓Tomo
日時 10月30日㈰、11時～12時半と13
時～14時半 場所 つながる台所T an e
（茶畑一）内容 有志から贈られた食事
を楽しむ会 定員 20人（親子歓迎）費用
無料 申し込み 吉田さん☎080-11223311
●新宿うたごえ喫茶ともしびINもりおか
日時 11月５日㈯14時～17時 場所 アイ
ーナ（盛岡駅西通一）内容 ステージリ
ーダーのもと参加者全員で歌う 費用
2000円※前売り券のみ販売 問 松田さ
ん☎090-7565-2037
●子どもの人権学習会
日時 11月11日㈮10時～12時 場所 アイ
ーナ（盛岡駅西通一）内容 子どもが暴
力から心身を守れるように大人がで
きる支援方法を学ぶ 定員 30人（託児
数人あり。先着順）費用 無料 申し込み
CAP岩手事務局☎080-3190-1132
●女声合唱団コールパレッタ
コンサート
日時 11月12日㈯19時～20時半 場所 市
民文化ホール（盛岡駅西通二） 費用
前売り800円、当日1000円 問 千葉さ
ん☎687-5289
●「なぎなた」会員募集
日時 ①毎週火・土曜、10時～12時②
毎週火曜、19時～21時 場所 ①市立武
道館（住吉町）②橋市道場（夕顔瀬
町） 費用 小学～高校生：月1000円、
一般：月2000円 問 なぎなた協会の
吉川さん☎695-2082
●コミュニカティブ英語クラス
受講生募集
日時 毎週水曜、10時～11時半 場所 中
央公民館（愛宕町） 内容 英語でコミ
た

キ ャ ッ プ

ね

ュニケーションできる能力を身に付
ける 定員 数人程度 費用 月2500円 問 及
川さん☎663-0218
●若園リズム体操クラブ会員募集
日時 毎週水曜、10時15分～12時 場所
市立武道館（住吉町） 内容 軽い体操
やストレッチなど 対象 女性 費用 半年
8000円 問 松岡さん☎624-5305
●太極拳・長拳（カンフー）会員募集
日時 ①毎週水曜、18時半～20時半②
毎週木曜、10時～12時③毎週土曜、
13時～15時④毎週土曜、15時15分
～16時45分 場所 市立武道館（住吉
町） 内容 ①～③は太極拳、④は長拳
費用 月会費：週１回コース3000円、
週２回コース4000円 問 県太極拳協
会事務局の長瀬さん☎652-2470

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。

■盛岡城跡公園亀ヶ池浄化「モリモ
リ」プロジェクト実行委員会
（坂本広行委員長）
５万円。子ども未来基金のために。
■一般財団法人岩手社会文化会館
（小原宣良理事長）
１0万円。社会福祉のために。
■井上一広さん
金額非公開。社会福祉のために。
■岩手県アパレル協議会
（千葉繁会長）
３万円。商工業の振興のために。
ひろゆき

せ んりょう

しげる

告
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もりけんに挑戦（27年度３級問題）❾（正解は10ページに掲載）
岩手の障がい者教育の父とされ、「岩手盲啞学校」を設立した人は誰ですか。
①柴内魁三 ②三田俊次郎 ③冨田小一郎 ④南部英麿

情報インデックス
相

談

●夜間納付相談
【日時】①10月4日㈫・６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）
【内容】市民税や固
定資産税、国民健康保険税の納付と相
談の受け付け【問】納税課☎613-8462

●リハビリ無料相談会
【日時】10月６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

●成年後見相談
【日時】10月６日㈭・20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で電話受け付け

●補聴器無料相談会

場所】10月７日㈮は都南公民館（永井
24）、14日㈮は盛岡タカヤアリーナ（本
宮五）、11月１日㈫は高松地区保健セン
ター【対象】0～3歳の子と保護者
■市立保育園の一斉園開放(13園)
【日時】10月11日㈫・18日㈫・25日㈫、
9時半～11時【対象】０歳～就学前の子
と保護者や妊婦
■マタニティサロン
【期日】10月19日㈬【場所】とりょう保
育園（肴町）
【対象】初妊婦【内容】出
産後の生活についてアドバイス【申し込
み】同園☎651-8580で電話受け付け

●いわて就職面接会
【日時】
10月７日㈮13時～16時半【場所】
岩手産業文化センター（滝沢市）
【対象】
来年３月卒業・修了予定で県内に就職希
望の学生や既卒者、一般求職者など【問】
ふるさといわて定住財団☎653-8976

●食と工芸秋まつり2016
【日時】10月８日㈯～10日㈪、９時～16
時【場所】盛岡手づくり村（繫字尾入野）
【内容】盛岡広域の郷土食を集めた屋
台や工芸品の実演販売など【問】同手づ
くり村☎689-2201

【日時・場所】10月19日㈬、10時～11時
半は市立地域福祉センター（手代森14）、
●企画展「ハラケイ入門
13時半～15時は市立身体障害者福祉セ
～いちから分かる原敬～」
ンター（若園町）
【申し込み】地域福祉
センター☎696-5640で電話受け付け
【日時】10月８日㈯～12月25日㈰、９
時～17時【場所】原敬記念館（本宮四）
▶ギャラリートーク【日時】10月29
日㈯13時半～14時15分【費用】入館
料が必要【問】同館☎636-1192

催

し

●澤田哲郎展～生涯三万マイ～
【日時】10月１日㈯～31日㈪、9時～19
時（入館は18時半まで）
【場所】もりお
か町家物語館（鉈屋町）
【費用】無 料
【問】同館☎654-2911

●企画展
「常磐津林中～花盛岡街賑～」
とき わ

づ り んちゅう

【日時】10月１日㈯～12月４日㈰、
９時～
17時（入館は16時半まで）
【場所】先人
記念館（本宮字蛇屋敷）▶ギャラリート
ーク【日時】10月２日㈰13時半～14時【費
用】入館料が必要【問】同館☎659-3338

●子育てを楽しく
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時から
11時半まで。参加無料。当日会場へど
うぞ。▶ぴよぴよルーム【期日・場所】
10月４日㈫ は高 松地区保 健センター
（上田字毛無森）、28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・
広

告

８［広報もりおか 28.10.１］

●企画展「縄文人の精神
～盛岡の縄文時代中期の装飾～」
【日時】10月８日㈯～来年１月15日㈰、
9時～17時（入館は16時半まで）
【場所】
遺跡の学び館（本宮字荒屋）
【費用】入
館料が必要【問】同館☎635-6600

●動物公園に行こう
動物公園（新庄字下八木田）で次のイ
ベントを開催。いずれも入園料が必要で
す。
【問】同園☎654-8266▶動物公園
まつり【日時】10月９日㈰・10日㈪、９
時半～16時半【内容】出店や動物クイ
ズ大会、バナナ早食い大会など▶大人
の１日飼育係体験【日時】10月22日㈯
８時半～17時【対象】高校生以上【定
員】30人【申し込み】同園で電話受け
付け。定員を超えた場合は抽選

●近代化遺産全国一斉公開
【日時・場所】10月12日㈬～14日㈮、
メイン会 場の米内浄水 場水道 記念 館
（上米内字中居）は10時～16時、旧第
九十銀行本店本館（中ノ橋通一）と岩手

銀行（旧盛岡銀行）旧本店本館（中ノ橋
通一）、県公会堂（内丸）、旧南部家別
邸（愛宕町）の時間はお問い合わせく
ださい【費用】無料【問】歴史文化課☎
639-9067

●もりおか市場まつり

【日時】10月16日㈰９時～14時【場所】
市中央卸売市場（羽場10）
【内容】模擬
せり市やマグロの解体実演、フリーマー
ケット、生鮮市、食品市など。都南バス
●ＪＩＣＡボランティア2016
ターミナル（津志田西二）と岩手飯岡駅
体験談＆説明会
から無料シャトルバスを運行【費用】無
【日時】10月13日㈭18時半～20時半、 料【問】同市場☎614-1000
23日㈰10時～12時【場所】マリオス
●おかあさんコーラスの集い
（盛岡駅西通二）【内容】活動の概要
【日時】10月16日㈰12時半～16時【場
や体験談を聞く※入退場自由【問】国
所】市民文化ホール（盛岡駅西通二）
際協力機構東北支部☎022-223-4772
【費用】500円。中学生以下無料【問】
●科学談話会
市婦人合唱協議会☎697-6264
【日時】10月14日㈮18時半～20時【場
●私たちの作品展
所】市立図書館（高松一）
【内容】岩手大
の梶原昌五准教授が「東日本大震災大
【日時】10月19日㈬～23日㈰、10時～
津波後の岩手大学による三陸水産業復
17時（23日は16時まで）
【場所】市民文
興支援」と題し講演【費用】無料。当日、 化ホール（盛岡駅西通二）
【内容】市内
会場へどうぞ【問】同館☎661-4343
で活動する絵画や手芸、工芸、写真な
どのサークル団体の作品展【費用】無料
●森林総合研究所一般公開と
【問】同展実行委員会☎661-4454
ジ

ャ

イ

カ

しょう ご

公開講演会

【日時】10月15日㈯10時～15時半【場
所】森林総合研究所東北支所（下厨川
字鍋屋敷）
【内容】森林に親しむための
自然観察会や展示・相談など。詳しくは
同支所ホームページをご覧ください。来
場者には苗木をプレゼント【費用】無料
【問】同支所☎641-2150

●中津川べり
フォークジャンボリー
【日時】10月15日㈯～16日㈰、10時～21
時（16日は20時まで）
【場所】プラザお
でって（中ノ橋通一）
【内容】アマチュアフ
ォークシンガーによるコンサート【費用】
前売り500円、当日800円。前売り券は
プラザおでって観光文化情報プラザで
販売中【問】同実行委員会☎688-0764

●盛岡弁で語る昔話
【日時】10月15日㈯14時～15時【場所】
もりおか歴史文化館（内丸）
【内容】ナ
レーターの小野寺瑞穂さんとボランティ
アによる語り【定員】先着50人【費用】
展示室入場料が必要【問】同館☎6812100
みず ほ

●ぬいぐるみおとまりかい
【日時】10月15日㈯11時～11時半、16
日㈰14時～16時【場所】都南図書館（永
井24）
【内容】ぬいぐるみと一緒におは
なし会へ参加し、ぬいぐるみだけ同館
へお泊り。翌日、お泊り会の様子をアル
バムにしてプレゼント【対象】未就学児
【定員】１０人【費用】無料【申し込み】
10月８日㈯10時から、同館☎637-3636
で先着順に電話または直接受け付け

●公開講座「ひきこもりと家族
の対応について」
【日時】10月19日㈬13時半～15時【場
所】市保健所（神明町）
【対象】市内在住
でひきこもりの人を家族にもつ人など【定
員】80人【費用】無料【申し込み】県央
保健所☎629-6574で電話受け付け

●もりげきライヴ
【日時】
10月19日㈬19時～21時【場所】盛
岡劇場（松尾町）
【出演】アウロボーラー
【費用】前売り1000円、当日1200円。小
学生以下無料【問】同劇場☎622-2258

●ふれあい広場
【日時】10月～12月の毎週木曜（祝日と
10月6日を除く）、11時～13時【場所】市
役所本館１階ホール【内容】障がい者施
設の通所者による菓子や手芸品などの
販売【問】障がい福祉課☎613-8346

●民謡まわり舞台in姫神ホール
【日時】11月12日㈯13時半～15時半
【場所】姫神ホール（渋民字鶴塚）
【費
用】無料。ただし整理券が必要。10月
10日㈪から同ホールや市民文化ホール
（盛岡駅西通二）などで配布。１人２枚
まで【問】姫神ホール☎683-3526

●子ども科学館へ行こう
子ども科学館（本宮字蛇屋敷）で表と
次のとおりイベントを開催します。
【問】
同館☎634-1171▶「かがく」とあそぼう
～親子のための実験教室【日時】11月
26日㈯、10時半～11時半と13時半～14
時半【内容】磁石を使った実験【対象】４

◎かみしばいのへや
【日時】10月７日㈮10時半～11時
【日時】10月13日㈭15時半～16時
【対象】０～４歳
【対象】幼児～小学２年生
◎わくわくおはなし会
◎おはなしころころ
【日時】10月８日㈯11時～11時半
●違反建築防止週間
【日時・対象】10月14日㈮、10時20分
【対象】４歳～小学生
～11時は１歳３カ月以上の幼児、11時
10月15日～21日は違反建築防止週
■上田公民館（上田四☎654-2333）
間。市は期間中、公開パトロールを実施。 10分～11時半は１歳２カ月以下の乳児
◎なかよしおはなし会
■都南図書館（永井24☎637-3636）
また、17日㈪～21日㈮の９時～17時に
【日時】10月12日㈬10時半～11時
※12月下旬まで外壁修繕を行っていま
都南分庁舎２階の建築指導課に相談所
【対象】幼児
●市立総合プールの利用制限
す。ご不便をおかけしますがご協力を
を開設します。
【問】同課☎639-9054
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
お願いします
◎ふたばおはなし会
市立総合プール（本宮五）は、大会な
●高齢者世帯などへ寝具類
◎映画会「宮沢賢治と過ごす一日」
【日時・対象】10月５日㈬、10時～10時
どのため、次の期間は利用できません。
洗濯乾燥消毒サービスを実施
宮沢賢治原作のアニメや影絵の映画
40分は１歳３カ月～３歳の幼児、10時50
【期間】10月18日㈫～26日㈬・30日㈰
を５作品上映します。
分～11時10分は０～１歳３カ月の乳幼児
【問】同プール☎634-0450
寝具類を事業者が預かり、洗濯など
【日時】10月10日㈪、10時～12時と14
◎おはなしのひろば
をして配達します。
【対象】介護度３以
●地域包括支援センターの移転
時～16時
【日時】10月15日㈯10時半～11時10分
上または重度の障がいにより、寝具類の
【対象】幼児・小学生
イーハトーブ地域包括支援センターが、 管理が難しい高齢者のみの世帯などで、 【定員】各80人。当日、会場へどうぞ
◎おはなしのじかん
本年度、同サービスを利用していない人
10月３日㈪に移転します。電話番号に変
【日時】10月12日㈬11時～11時半
【定員】30人【費用】無料【申し込み】
更はありません。
【新住所】本宮一丁目６
【対象】幼児
担当のケアマネージャーか長寿社会課
-48【問】同センター☎636-3720
◎おとぎのへや
☎603-8003へ、10月19日㈬17時まで
●もりおか映画祭の休止
【受付時間】９時～17時
【日時】毎週土曜、14時半～15時
に電話または直接申し込み
※当番院が変更になることがありますので、
【対象】幼児～小学生
本年度のもりおか映画祭は休止し、来
●大規模な土地取引後は届け出を
事前に電話で確認してからご利用ください
■渋民図書館（渋民字鶴塚☎683-2167）
年２月に「映画フェア」を開催予定です。
詳しくはあらためてお知らせします。
【問】
月日
接骨院名
電話番号
10月は土地月間。次のような大規模
◎えほんのへや
10/２ 小笠原整骨院（好摩字上山） 682-0106
同映画祭実行委員会☎613-8389
な土地を購入した場合は、土地の売買
【日時】10月19日㈬15時半～16時
10/９ あきもと接骨院（北飯岡二） 681-3186
契約を結んだ日から２週間以内に届け出
【対象】小学１～３年生
10/16 村上整骨院（青山一） 645-2313
●新婚世帯の転居費用などへ補助
が必要です。①市街化区域2000平方㍍
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
10/23 ひかり整骨院中の橋（中ノ橋通一） 651-0480
以上②都市計画区域（①を除く）5000
◎おひざにだっこの会
28年10月１日以降に婚姻した、所得
10/30 みかわ接骨院（西仙北一） 681-2577
平方㍍以上③その他の区域１万平方㍍
300万円未満の世帯に、住居費用など
以上【問】企画調整課☎613-8394
を補助します。補助上限は18万円。予
算がなくなり次第終了します。希望する
人は、市役所本館５階の子ども未来課
内：内科、外：外科・整形外科、小：小児科、歯：歯科、薬：薬局
に備え付けの申請書に必要書類を添え
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。
て、同課へ持参。来年３月31日㈮17時
日 区分
名称
所在地
電話番号
締め切り。詳しくはお問い合わせくださ
■市立図書館（高松一☎661-4343）
やまだ胃腸内科クリニック
津志田中央二丁目18-31
614-0180
内
い。
【問】同課☎613-8356
◎えほんのへや
澤田内科医院
上田一丁目６-11
654-1007
【日時】10月６日㈭15時半～16時
外 遠山病院
下ノ橋町６-14
651-2111
●育児サークルへヨガ講師派遣
【対象】幼児～小学２年生
小 前多小児科クリニック
盛岡駅前通９-10丸善ビル５階 601-7478
10/９
歯 開運橋歯科クリニック
開運橋通２-34
654-5841
◎おはなしのじかん
ベビーヨガや親子ヨガを体験してみま
㈰
津志田薬局
津志田中央二丁目18-23
614-9986
【日時・対象】10月８日㈯、11時～11時
せんか。
【期間】10月１日㈯～11月30日
上田薬局
上田一丁目６-９
625-5612
薬
20分は４歳～小学１年生、11時半～12
㈬【対象】親子３～10組程度までの市
下ノ橋薬局
下ノ橋町７-31
604-0234
時は小学２年生以上
内の育児サークル【費用】講師の交通費
こまち薬局
盛岡駅前通９-10
652-7581

～５歳程度の子と保護者【定員】各10組
【費用】各200円【申し込み】11月５日㈯
９時から同館☎634-1171で先着順に電
話または直接受け付け

（実費）
【申し込み】日本ヨガ連盟岩手
担当の梅原さん☎080-5509-0707へ
10月15日㈯までに電話申し込み

お知らせ

接骨院の日曜当番

図

表１

子ども科学館の各種イベント
イベント名
日時
10/9～30の日曜と祝
ワークショップ「ペ
日、10時半～12時と14
ットボトル空気砲」
時～15時半
サイエンスショー
10/９～30の日曜と祝
「動かしまショー」 日、13時～13時20分
10/15㈯～16㈰、９時
ふれあいミニ移動動
～12時と13時半～16時
物園Ricky（リッキー）
半※大雨・強風時は中止
11/３㈭
中高生による
10時～と11時～、13時
科学実験ショー
～、14時～（各30分間）
11/５㈯
①18時～18時半
②18時半～20時
ナイトミュージアム
③19時～19時半（17時
半から受付でチケット
を販売）
★展示室の入場料が必要

広

休日救急当番医・薬局

書

本宮Ｃクリニック
向中野三丁目10-３
631-2381
緑ヶ丘消化器内科医院
緑が丘三丁目２-34
662-7177
外 緑が丘整形外科
緑が丘三丁目２-45
664-1555
10/10 小 さいとう小児科クリニック
月が丘二丁目２-60
643-7171
㈪
歯 かみはら歯科医院
中ノ橋通一丁目８-21
654-4181
リーフ薬局
向中野三丁目10-10
656-5877
薬 エメラルド緑が丘店
緑が丘三丁目２-35
665-3360
よつば薬局
月が丘二丁目２-59
643-2888
むらまつクリニック
東仙北一丁目３-７
635-5110
内 おおひら内科・循環器科クリニック 梨木町２-２
606-3765
秋浜内科クリニック
渋民字駅103
683-2333
外 さかもと整形外科
天神町11-３
623-8555
小 川久保病院
津志田26-30-１
635-1305
10/16
歯 かめだ歯科医院
本宮三丁目46-31
634-0777
㈰
エメラルド薬局仙北店
東仙北一丁目３-48
656-5331
ぺんぎん薬局
梨木町２-14
652-3345
渋民字駅104
669-5800
薬 たくぼく薬局
ヨシダ調剤薬局
天神町11-４
625-8148
オーロラ薬局
南仙北三丁目２-30
635-1233
※10月２日㈰の休日救急当番医・薬局は、広報もりおか９月15日号をご覧ください
内

内容（費用）
ペットボトルで空気砲を作る
（各150円）
科学・技術を利用して重いもの
を動かす実験（無料）★
フクロウやウサギなどとの触れ
合い
（無料）★
岩手大付属中と盛岡三高の生徒
による実験ショー
（無料）★
①今夜の星空みどころ案内（無料）
②星を見る会※悪天候時はダジ
ックアース（無料）
③星と音楽のプラネタリウム
愛の歌コンサート（４歳～中学
生200円、高校生以上500円）

定員
各回
35人
なし
なし
なし
①③
160
人
②
なし
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写真 de もりおか

完走目指し
激走！！

もっと知りたい！盛岡
盛岡市公式ホームページ

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！

第26回
啄木の里ふれあいマラソン大会

れい こ

ひさし

のぶ こ

▼

第26回啄木の里ふれあいマラソン大会（同実行委
員会主催）が９月４日、川崎字川崎の渋民運動公園を
スタート・ゴール地点に開催され、2268人が健脚を
競いました。ゲストランナーは元オリンピック選手の
土佐礼子さん。市の友好都市である沖縄県うるま市か
ら派遣選手として池宮寿さんと伊東信子さんも参加し
ました。種目は３㌔と3㌔家族ペア、５㌔、10㌔、ハ
ーフの部があり、それぞれ年齢別などに分かれた全
20部門。号砲が鳴ると参加者がわれ先にとスタート。
コース途中では、沿道から家族や友達、地域の人など
が「ほれ頑張れ！」「あと少し！」など熱い声援を送
っていました。給水所ではスイカや梅干しなども用意
され、最高気温29.8度と真夏を思わせる暑さの中を

パソコンやスマホからどうぞ

盛岡市公式ツイッター

https://twitter.com/moriokashi

走る参加者に元気を与えました。
標高差が最大約70㍍という起伏の激しいコースに
もくじけず、参加者は続々と完走。各部門６位までの
入賞者にメダルと賞状が授与されました。また今回
は盛岡市・玉山村合併10周年にちなみ各部門10位の
参加者にも記念品を贈呈。10㌔30歳代男子部門で10
位となった塚田智 也 さん（37）は「入賞は逃したが、
記念品をもらえるとは…」と思わぬプレゼントをうれ
しそうに受け取りました。
岩手山と姫神山を臨む絶好のロケーションの中で走
る同大会。スポーツの秋の楽しみの一つとして来年の
参加を目指し、今から走り込んでみてはいかがでしょ
うか。

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。

とも や

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

2

1

3

ナチュラルコム㈱
☎019-652-9190へどうぞ

4

もりけんに挑戦

（９ページに掲載）の答え
①柴内魁三

編集後記

5

1一斉にスタートを切る参加者2うるま市から参
加の池宮さんも快走3追い付け追い越せと競う子
どもたち4伴走者との絶妙なコンビネーション5
給水所でナイスパス！6沿道で声援を送る観客7
参加者に「あと少し！頑張って！」と声を掛ける
土佐さん8ゴールの瞬間9力を振り絞って完走
３㌔小学１～３年の部に初出場で見事１位になっ
た上田和佳さん（８）
わ

7

8

いわて国体・大会には、今まで
広報もりおかに登場してくれた
アスリート達も数多く出場しま
す。みんな地元開催の国体・大
会に懸ける思いは特別。これま
での努力が花開きますように㊐

6

発行：盛岡市

か
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〠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
☎019-613-8369
発行部数：14万2500部
１部当たり約11円で制作し、
市内全世帯へ配布しています。
経費の一部は広告料
で賄っています。記
事の無断転載を禁じ
ます。Ⓒ盛岡市2016
地球環境に配慮し、
ベジタブルインキを
使用しています。
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