めぐるちゃん講座

盛岡のパパ「モリパパ」と、盛岡のママ
「モリママ」を応援するサイト「もりおか
子育てねっと」。市公式ホームペ
ージ内に開設していますのでぜひ
ご覧ください。【広報ＩＤ】1002112
もりおか子育てねっと

▽
▽

広報ＩＤの利用開始

今号から！

▽ ▽ ▽

＊湯水混合の蛇口や給湯器、井戸など自家水道設
備は対象外

【申し込み】11月２日㈬～11日㈮（土・日
曜、祝日を除く）、９時～17時、市上下水
道局給排水課☎623-1411で電話受け付け
パッキン交換の対象
になる蛇口の例

パッキン交換の対象
にならない蛇口の例

いちがん

グルージャの11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
28 11月５日㈯13時～ 福島ユナイテッドＦＣ
30 11月20日㈰13時～ 栃木ＳＣ

市民伝言板
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。
よう こ

安全運転を宣誓し、花
束を受け取るバス運転
手ら

岩手ビッグブルズ

11月のホームゲームでは、５日は盛岡市
民、20日は岩手県民の皆さんを無料招待！
シーズンも佳境を迎える今こそ、選手やス
タッフ・ファン・サポーターでいわぎんスタ
ジアムを埋め尽くし、今シーズンのスローガ
ンである「一岩」となって戦いましょう！
詳しくはグルージャ盛岡の公式ホームページ
をご覧ください。

エルイーシー

●成年後見相談
【日時】11月４日㈮・25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へ電話受け付け

●リハビリ無料相談会
【日時】11月10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

BULLZOプロフィール
背番号 ＃11
誕生日 12月１日（永遠の５歳）
・頭には南部鉄器の王冠。
腕にも南部鉄器の腕輪をし
て日々筋肉を鍛えている
・勝っているときは喜び、負
特 徴 けているときは怒る分かり
やすい性格
・第4クオーターになると興
奮状態になり、感情が高まっ
て踊りだす

●補聴器無料相談会

ぶ

る

ぞ

ー

●やさしいヨーガ会員募集
日時 毎週水曜①11時～12時20分②13
時半～14時50分③18時～19時20分
場所 市コミュニティ防災センター
（大沢
川原三）費用 ３カ月①②1万1000円③
1万2000円 問 中村さん☎651-8642
●さといもの会会員募集
日時 毎月第１木曜、
９時半～12時 場所 都
南公民館（永井24）内容 洋食を中心にし
た料理教室 費用 年会費700円、月1000
円 問 佐々木さん☎090-5354-3578
●スポーツ吹矢サークル会員募集
日時 毎週土曜、
14時～17時※出入り自
由 場所 盛岡体育館（上田四） 費用 １回
300円 問 青木さん☎090-1496-5849

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。

■司商事株式会社
（清水和司社長）
大型土のう100袋。防災対策の充
実のために。
やす し

【日時・場所】11月16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

●高齢者・障がい者なんでも110番
法律や介護、福祉サービスなど幅広
い分野の相談に、直接または専用電話
☎625-0110で応じます。
【日時】11月
16日㈬13時～17時【場所】県福祉総合
相談センター（本町通三）
【費用】無料
【問】東海林法律事務所☎623-9511
し ょ う じ

催

し

●都南歴史民俗資料館
移動資料展
【日時】11月３日㈭～６日㈰、９時～16
時※土・日曜、祝日は10時～【場所】都
南公民館（永井24）
【費用】無料【問】
同公民館☎637-6611

●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～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【広
報ＩＤ】10 02663 にこにこル ーム
【期日・場所】11月４日㈮は西部公民館
（南青山町）
【対象】０歳～３歳の子と
保護者 ぴよぴよルーム【期日・場所】
11月８日㈫は高松地区保健センター
▲

●阿部陽子講演会
日時 11月８日㈫18時45分～20時半
場所 小田島組☆ほ～る（盛岡駅西通
一） 内容 「山に魅せられて」と題し
た講演 費用 前売り500円、当日700
円※高校生以下無料 問 盛岡山友会の
中村さん☎090-4318-5128
●盛岡友の会・家事家計講習会
日時・場所 11月11日㈮はサンライフ盛
岡（仙北二）、15日㈫はスコーレ学童
クラブ（向中野五）、17日㈭はプラザ
おでって（中ノ橋通一）、19日㈯は盛
岡友の家（みたけ二）、いずれも10時
～11時半※11・15・19日は託児あり
（要予約） 費用 前売り400円、当日
5 0 0 円、託 児 2 0 0 円 問 木 村さん☎
090-9530-8690

【日時・場所】11月８日㈫・10㈭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

岩手ビッグブルズのマスコットキャラクター
「B ULLZO」がついに登場！ 会場を愛らし
い姿で走り回り、試合を盛り上げる頼もしい存
在です。ぜひ会場へ会いに行きましょう。

●岩手大吹奏楽部定期演奏会
日時 11月19日㈯17時～ 場所 市民文化
ホール（盛岡駅西通二） 費用 前売り
400円、当日500円 問 望月さん☎0902403-2702
●マーブルアート習作展
日時 11月25日㈮・26日㈯、10時～17
時※26日は16時まで 場所 南昌荘（清
水町） 内容 展示や販売、体験講習な
ど 費用 小・中学生100円、一般200円
問 高橋さん☎080-6290-0202
●ア・カペラ合唱団「コールネネム」
演奏会
日時 11月27日㈰18時半～ 場所 市民文
化ホール（盛岡駅西通二）費用 800円。
高校 生以下無 料 問 沼田さん☎09 0 7666-7353
●いわて震災詩歌作品募集
内容 東日本大震災にまつわる思いを
詩に託した作品を募集。応募締め切
りは11月30日㈬ 問 いわてアートサポ
ートセンター☎604-9020
●英会話同好会「ＬＥＣ」会員募集
日時 毎月第１・２・４水曜、10時～11
時半 場所 中央公民館（愛宕町） 費用
月2500円 問 黒沼さん☎661-6104
もち づき

談

●夜間納付相談

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

グルージャ盛岡

相

▲

広

水道サービス週間に合わせ、上下水道局は、
11月10日㈭から18日㈮まで（土・日曜を除
く）、蛇口や水抜栓の点検と、蛇口のパッキ
ン交換を無料で行います。

湯水混合の蛇口

広報もりおかの中で、詳しい内容や関連情報を市
公式ホームページで確認してほしい記事に付けて
いる７桁の数字が「広報ＩＤ」。トップページに
ある検索窓に入力すると、目的のページへジャン
プします！【問】広聴広報課☎613-8369

蛇口などの点検＆
パッキン交換

藤尾副市長があいさつ

筋トレが趣味
の
男の子だよ！

ジで
い！
もう迷わな

ムペー
市公式ホー

保育施設とは、仕事や病気、出産
などのため、日中子どもを保育で
きない保護者に代わって保育する
児童福祉施設のことです。
保育時間：原則７時～18時※19
時または20時まで延長保育を実
施する施設もあります

うぞ

お気軽にど

応援しよう！

年度

新規入園受け付け

ご希望の人は

SPORTS
Information

盛岡の
ポーツ
プロス

水道
サービス
週間

29

市は、29年度の保育施設の新規入園の
申し込みを受け付けます。保育施設の一覧
は、市公式ホームページでご覧ください
（広報ＩＤ：1002498）。
【受付期間】11月７日㈪～21日㈪（日曜
を除く）、９時～17時
【対象】市に住民登録をしている人
【申し込み】各保育施設に備え付けの入園
申込案内を確認の上、入園申込書と健康状
態等調査票に必要事項を記入し、第１希望
の保育施設へ直接提出してください
【問】子育てあんしん課☎626-7511

濱守栄子

買い物ついでに家から食品トレイなど
を持参し、店頭の回収ボックスへ出しま
しょう。レジ袋はプラスチック製容器包
装としてリサイクル！

MORIOKA

せんとく

はまもりえい こ

盛岡バスセンターが９月30日をもって廃止され、代わ
りとなるバス仮設乗降所が旧盛岡バスセンター北東側に設
置されました。10月１日にはバス仮設乗降所の開所式が
行われ、藤尾善一副市長は「市民の足であるバス運行の確
保に積極的に取り組む」とあいさつしました。
バス仮設乗降所では、バス利用者がスムーズに乗降でき
るよう、係員がバスの発着案内や乗り場への誘導案内を行
うほか、待合室とトイレを整備。市は今後も、
安全で利用しやすいバス仮設乗降所の運営に
努めていきます。

整備されたバス待合室

エコグッ
ズがもら
える
スタンプ
ラリーも

ステップ３～確実にリサイクル

もりおかフルコレ2016
エコサイエンスショー
エコサウンドライブ（岩手大付属小
合唱部と岩手大アカペラサークル）
復興応援コンサート（宮古市立千徳
小スクールバンド委員会）
エコクッキングの実演（北日本ハイ
テクニカルクッキングカレッジ）
濱守栄子ミニライブ
を
クス
ボッ
回収
ます
古着
置し
に設
会場

マイバッグを持参し、レジ袋をもらわ
ない
簡易包装の商品を選択する

市は、メインテーマ「やってみよう！今
日からできるエコライフ」の下、市民一人
一人が生活スタイルを見つめ直し、エコラ
イフの実践につながるきっかけとなるイベ
ントを開催します。
【日時】11月12日㈯13時～17時、13日
㈰10時～16時
【場所】イオンモール盛岡（前潟四）
【内容】

▽

ステップ２～増やさない

①キャッチコピーを募集
【募集期間】11月１日㈫～11月30日㈬
※応募方法については、市公式ホームペ
ージ（広報ＩＤ：1017396）で確認
するか、同課へお問い合わせください
②レジ袋辞退率の調査
14事業者の協力により、市内のほぼ
全てのスーパーで調査を実施。一人一人
の行動で、レジ袋は減らせます！
③周知・啓発活動の強化
ポスター掲示や店内放送、店頭活動な
どを強化して、市民の皆さんに協力を呼
び掛けます。

盛岡バスセンター廃止に伴い

▽

イラスト出展：経済産業省

■11月は容器包装廃棄物の減量強化月間

「容器包装」とは、食品トレイやレジ
袋など、商品の容器や包装のことです。

保育施設の

食品トレイ

もりおかエコライフ2016

▽

ステップ１～まずは、知る

容器包装の例

市は、小売業者、市民団体と連携し、ごみとなる容器包
装の削減や資源化に取り組んでいます。皆さんも次の３ス
テップで、容器包装廃棄物の減量に取り組みましょう。

レジ袋

マイバッグと店頭回収BOXで
容器包装廃棄物を削減しよう

情報インデックス

バス仮設乗降所が開所

【問】資源循環推進課☎626-3733

告

６［広報もりおか 28.11.１］

［広報もりおか 28.11.１］７

