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谷藤市長新年のごあいさつ、新春の各種イベント、盛岡弁に
親しむ各種イベント、啄木かるた大会参加者募集、農業関連 ２〜３ページ
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翔舞

岩手女子高書道部作
と り

今年の干支は「酉」。夢や目標に向けて、鳥のように
羽ばたき舞い上がる、勝負と飛躍の年になるよう書き上
げました。（関連記事７ページ）

児童や障がいがある人の各種手当、
共生社会づくりフォーラム、消費生活情報えぷろん

４〜５ページ

盛岡ライフストーリー、市民伝言板

６ページ

突撃取材、盛岡のプロスポーツ

７ページ

もりおか寸評（松本零士さん）

10 ページ

啄木生誕祭

啄木かるた大会

謹んで、市民の皆さまへ新年のごあいさつを
申
申し上げます。
昨年は、「希望郷いわて国体」冬季大会と本
大
大会、「希望郷いわて大会」が開催され、それ
ぞ
ぞれの大会で地元選手が目覚ましい活躍をする
な
など、大いに盛り上がった年でした。

げ、結婚・出産・子育てへの切れ目ない支援な
ど、子育て世代が安心して暮らせるまちづくり
に取り組んでいます。特にも、間もなく大通一
丁目に開所する「子育て応援プラザ」には、民
間事業者の協力を得ながら、子どもの室内遊び
場や託児室、相談室、カフェなどを設ける予定

郷土の歌人・石川啄木に親しんでもらおうと、啄木の短歌100首
で作られた「啄木かるた」。今年も、同かるたを使った大会の参加
チームを募集します。啄木の文学に触れながら、かるたを楽しみま

本年は、この国体の成果を生かすとともに、
20
2019年ラグビーワールドカップや2020年東京
オ
オリンピックに向け、スポーツを通じた、健康

で、子育てに関する情報交換や不安軽減などの

しょう。【問】石川啄木記念館☎683-2315

場として活用されることを期待しています。
本年も引き続き、市民の皆さまとの信頼の下

【日時・内容】２月18日㈯

で
で活力あるまちづくりを進めていきます。

に、人々が生き生きと暮らし、本市が東北の拠

▲

新年のごあいさつ

の
３人一組
ム
参加チー
大募集！

子どもと子育てにやさしいまち盛岡

また、本年は「沖縄県うるま市友好都市締結
５
５周年」や「盛岡さんさ踊り開幕40周年」を迎え
ま
ます。それぞれ節目の年として、うるま市との人
的
的・文化的交流をさらに発展させるとともに、さ
ん
んさ踊りを通して盛岡のにぎわいと魅力が向上
す
するよう、記念事業に趣向を凝らしていきます。

点都市としてさらに発展を続けられるよう、全
力を尽くしていきます。
結びに、本年が皆さまにとって健やかで実り
多い年となりますよう心より祈念申し上げ、新
年のごあいさつといたします。

第15回

10時〜12時は小学１〜３年の部と中学生の
部（受付開始は９時半）

▲

盛岡弁に親しもう

13時〜16時は小学４〜６年の部と一般の部

（受付開始は12時20分）
※３人一組での参加
【場所】姫神ホール（渋民字鶴塚）
【費用】無料
【申し込み】玉山総合事務所産業振興課と渋民
公民館（渋民字鶴塚）、石川啄木記念館（渋民

さて、本市では 共につくる「子どもと子育
て
てにやさしいまち盛岡」
をスローガンに掲

新春イベント

新農業人フェア in いわて

【日時】１月３日㈫10時〜17時
【場所】市立総合プール（本宮五）
【内容】プールを無料開放します。
12時10分からは餅つきを開催。つ
いた餅は先着100人に振る舞います
【問】同プール☎634-0450

ナレーターの小野寺瑞穂さんやボランティア
らが盛岡弁で昔話や伝説などを語ります。

【日時】１月７日㈯11時〜15時
【場所】アイーナ
（盛岡駅西通一）
【内容】新たに農業を始める人や
始めたいと思っている人への情報
提供や個別相談を行います。申し
込みは不要ですが、当日10時半

消防出初式

おでって盛岡弁予備校

▼

▼

盛岡弁で語る昔話

【期日】１月8日㈰
【時間・場所】
式典：10時半〜、
盛岡城跡公園（内丸）

分列行進：11時〜、サン
ビル（大通一）から映画館通
りの交差点まで
【問】消防対策室☎626-7404

・ちょっとぎま…少しの間に
・すこたま…たくさん
・のまさった…（飲むつもり
はなかったのに）飲んでし
まった

・おしょす…恥ずかしい
・けっちゃ…裏、裏返し
・上っ張り…上着、羽織
るもの

【内容】グループでオリジナルの雪
像を制作。キャンドルに火をともし、
芸術性を競う。最優秀賞には２万
円分の商品券を贈呈
【申込先】〠020-0871中ノ橋通
一丁目１-10プラザおでって４階、盛
岡観光コンベンション協会またはフ
ァクス653-4417
【問】同協会☎621-8800

過去のスノーキャンドル
ルル
制作の様子

品

※制作道具を持参

過去の見学会の様子

ボランティア募集

農政フォーラム2017
【日時】１月27日㈮14時半〜17時
【場所】プラザおでって
（中ノ橋通一）
【内容】「異業種から農業に飛び
込んで〜私たちの選択と挑戦〜」を
テーマに市内で活躍している農業

従事者らによる講演とパネルトーク
【定員】200人
【申し込み】農政課☎626-7540
に電話予約が必要
【費用】無料
【広報ＩＤ】1017724

スノーキャンドル制作【日時】２
月６日㈪〜９日㈭、13時半〜17時

着火作業など【日時】期間中の
16時〜20時半 撤去作業【日時】
２月12日㈰10時〜12時
【申し込み先】〠020 -8530（住
所不要）市役所観光交流課または
ファクス604-1717
【問】観光交流課☎613-8391
▲

盛岡弁予備校で紹介する盛岡弁
を使った川柳を募集します。
【応募方法】プラザおでって２階
の情報プラザに備え付け、または
プラザおでってのホームページか
らダウンロードできる応募用紙に
必要事項を記入し、〠020-0871
中ノ橋通一丁目１-10、盛岡観光コ
ンベンション協会盛岡弁川柳係へ
郵送。ファクス653-4417でも受
け付けます。１月13日㈮16時必着
【問】プラザおでって☎604-3300
【広報ＩＤ】1017805

最優秀作

【内容】生産現場の見学や農業者
の活動紹介、意見交換会など
【対象】市内で新たに農業を始め
たい人や就農して間もない人
【定員】15人
【費用】無料
【申し込み】はがきに住所と名
前、年齢、性別、電話番号を記入
し、〠020-0878肴町２-29、市

雪あかりアートコンクール
【日時】２月５日㈰〜９日㈭、10時
〜20時（９日は12時まで）

▲
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過去の盛岡弁予備校の様子

役所農政課「新規就農者現地見
学会」係へ。１月13日㈮必着。
定員を超えた場合は抽選

２月９日㈭〜11日㈯、内丸の盛岡城跡公園と
もりおか歴史文化館前をメイン会場に開かれる
「もりおか雪あかり2017」。同実行委員会は、
雪あかりアートコンクール参加者と、スノーキ
ャンドル制作などを手伝うボランティアを募集
を募集
します。もりおか雪あかり公式
ホームページからダウンロードで
きる申請書に必要事項を記入し、
もりおか雪あかり公
下記の申し込み先に郵送またはフ
式ホームページはこ
ァクスで申し込んでください。い
ちらからどうぞ）
ずれも１月31日㈫17時必着です。

▲

【定員】先着30人
※ついた餅は振る舞
います。無くなり次
第終了
【費用】無料
【問】ゆぴあす
☎662-1414

駐車場（本町通一）に集合

おしょすごと
けっちゃに着てだ
上っ張り

臼ときねを使った昔ながらの餅つき体験を開催します。
【日時】１月８日㈰14時〜
【場所】ゆぴあす（上田字小鳥沢）

【日時】１月20日㈮13時半〜16時

ちょっとぎま
もっきりすこたま
のまさった

盛岡弁の川柳を募集！

から11時までの間に受け付けが
必要です
【対象】新規就農や農業法人への
就業・研修、農業体験などを希望
する人
【費用】無料
【問】県農業公社☎623-9390

農業を始めたい人・新規就農者
現地見学会
※当日13時半に上ノ橋観光バス専用

過去の

防火・防災の決意を新たに堂々と行進する団員たち（過去の出初式の様子）

新春もちつき大会

【費用】無料。当日、会場へ
どうぞ
※展示室入場料が必要
【問】同館☎681-2100

盛岡弁を使った川柳や盛岡弁なまり
唄などを楽しみながら学びます。
【日時】１月22日㈰14時〜
【場所】プラザおでって
（中ノ橋通一）
【費用】前売り700円、当日1000円。
高校生以下無料。プラザおでって２階
情報プラザで販売中
【問】プラザおでって☎604-3300

もりおか雪あかりの
参加者を募集

農業を始めてみませんか

新春初泳ぎ

【日時】１月21日㈯14時〜15時
【場所】もりおか歴史文化館
（内丸）
【定員】先着50人

写真は昨年の大会の様子

字渋民）、市役所本館１階の窓口案内所、都南
分庁舎１階の窓口案内所（津志田14）に備え
付けの申し込み用紙に必要事項を記入し、〠
028-4132渋民字渋民
９、石川啄木記念館へ郵
送。１月20日㈮消印有
効。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
【広報ＩＤ】1017797

あな
あなたも参加
し
ま
しませんか？
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児童手当や障がいがある人の手当など
子どもを養育している人や障がいがある人には、各
種手当が下記のとおり支給されます。支給開始はいず
れの手当も申請した月の翌月分からです。

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！

【問】
……子ども未来課☎613-8354
……障がい福祉課☎613-8346

いずれかに該当する子ども

得が一定額以上の場合は支給されません。

児童手当

【支給額】所得に応じて次の額を支給

３人以上の場合：子ども２人の金額に子
ども１人につき月3000円〜6000円を加算
【支給期間】子どもの18歳の誕生日の前
日が属する年度末まで
【広報ＩＤ】1002494

３歳から小学生まで：第１子・２子は月
１万円、第３子以降は月１万5000円

▲

中学生：月１万円

※所得制限を超えた場合は、子どもの年齢にか
かわらず１人につき月5000円です

【支給期間】子どもの15歳の誕生日の前
日が属する年度末まで
【広報ＩＤ】1002493

特別児童扶養手当
心身に障がいがあるため介護を必要とす
る20歳未満の子どもを養育している人に、
子どもの障がいの程度・人数により支給。
ただし、子どもが施設などに入所している
場合と、受給者本人または扶養義務者の所
得が一定額以上の場合は支給されません。
▲

児童扶養手当

かに該当する場合などに、子どもの人数によ
り支給。ただし、本人または扶養義務者の所

▲

18歳までの子どもを養育していて①離婚
などで父または母がいない子どもの親②父ま
たは母が重度心身障がい者の家庭③父母に
代わって子どもを育てている人―のいずれ

１級：①身体障害者手帳１、２級または
療育手帳Ａを持っている②それらと同程
度の障がいがある―のいずれかに該当
する子ども
２級：①身体障害者手帳３級または４級
を持っていて一定の要件を満たす②療育
手帳Ｂを持っていて一定の要件を満たす
③それらと同程度の障がいがある―の

【支給額】子ども１人につき次の額を支給
１級：月５万1500円

▲ ▲

▲ ▲

３歳未満：月１万5000円

１人の場合：月9990円〜４万2330円
２人の場合：子ども１人の金額に月5000
円〜１万円を加算

▲

の場合などは、子どもと同居している親に
手当を支給できる場合があります。児童養
護施設などに入所している子どもの手当は、
施設へ支給されます。
【支給額】

▲ ▲

中学生までの子どもを養育している人に、
子どもの年齢・人数により支給。夫婦別居

申請を忘れずに

２級：月３万4300円
【支給期間】子どもの20歳の誕生日の前
日が属する月まで
【広報ＩＤ】1004109

障害児福祉手当
心身に重い障がいがある20歳未満の子
どもに支給。ただし、施設などに入所して
いる場合と、受給者本人か扶養義務者の所
得が一定額以上の場合は支給されません。
【支給額】月１万4600円
【支給期間】子どもの20歳の誕生日の前
日が属する月まで
【広報ＩＤ】1004108

在宅で極めて重い障がいがある20歳以
上の人に支給。ただし、入院している場合
と施設などに入所している場合、受給者本
人か扶養義務者の所得が一定額以上の場合
は支給されません。
【支給額】月２万6830円
【広報ＩＤ】1004106

共に支え合い、誰もが安心して暮らせる社会の実現に向けて、市における共生社会のあり方につい
て理解を深めるため、子育てや障がい者支援の視点からフォーラムを開催します。費用は無料です。
【広報ＩＤ】（第２回）1017751、（第３回）1017752

【時間・内容】

【時間・内容】

▼

▼

第３回

▼

見た共生の場づくりと継続性をテーマに講演
講演終了後〜15時半
安斉さんとフキデチョウ文庫の沼田雅充さんに
よるトークセッション
【場所】勤労福祉会館（紺屋町）
【定員】200人
ぜひご参加
ください

【申し込み】同課626-7509で電話受け付け中。

ファクス653-2839や市公式ホームページでも
受け付けます。名前と電話番号、参加したい回
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２月11日㈯

13時半〜（約１時間）
慶應義塾大の加藤文俊教授らが、全国各地へ行

き、そこで調達した食材と居合わせた人でカレー
を作り食べるプロジェクト「カレーキャラバン」か
ら見たコミュニティ空間の場づくりをテーマに講演

【問】地域福祉課
☎626-7509

安斉尚朋さんプロフィル
一般社団法人らぷらす代表理事。
夕張市で、財政破綻後も障がいを
持つ人が地域で暮らせるまちづく
りを目指し活動している。障がい
のある人や子育ての支援を中心と
した同法人を設立し、地域福祉の
推進にも積極的に取り組む

▼

13時半〜（約１時間）
一般社団法人らぷらす（北海道夕張市）の安斉
尚朋代表理事が、障がい者福祉サービスなどから

講演終了後〜15時半
パネルディスカッション「子育て応援と場づく
り」（パネリスト：studio-Lの出野紀 子 コミュ
ニティーデザイナー、地域福祉の担い手育成講座
の受講生。コーディネーター：県立大社会福祉学
部の菅野道生講師）
【場所】中央公民館（愛宕町）
【定員】200人

をお知らせください。１月21日分は１月18日
㈬17時半締め切り、２月11日分は２月８日㈬
17時半締め切りです

５つの基本記号
旧記号

家庭洗濯

洗濯表示ポイントを
参考に実際に
見比べて
みよう！
家庭用品品質表示法に基づく繊維製品

漂 白

乾 燥

アイロン

クリーニング

「付加記号」と「数字」の組み合わせ
文字ではなく、記号と数字で強さや温度、禁止を表します。

〈強さ〉

品質表示規程が改正され、衣類などの
洗濯表示記号のデザインや種類が新し
くなりました。 【広報ＩＤ】1017929

線なし

基本記号の下に表示 通常の強さ

弱い

非常に弱い

[記号]

[数字]

〈温度〉

×

〈禁止〉

家庭洗濯での洗濯液の上限温度です。
基本記号の中に表示 95℃/70℃/60℃/50℃/40℃/30℃

●
低

●●

●●●
高

新しい「洗濯表示」の記号と意味

特別障害者手当

共生社会づくりフォーラム

１月21日㈯

「基本記号」と、
「付加記号」や「数字」の組み合わせで構成されます。

衣類などの洗濯表示
（取り扱い表示）が
変わりました

家庭洗濯
40

40

第２回

新しい「洗濯表示」のポイント

平成28年12月1日から

40

液温は40℃を限
度とし、洗濯機で
洗濯処理ができる
液温は40℃を限
度とし、洗濯機で
弱い洗濯処理がで
きる
液温は40℃を限
度とし、洗濯機で
非常に弱い洗濯処
理ができる

液温は他に95℃、70℃、
60℃、50℃、30℃の表
示もあります。
手洗いができる
(上限温度は40℃
です。
）
家庭での洗濯禁止

漂
NEW

白

塩素系や酸素系の
漂白剤を使用して
漂白処理ができる

燥

アイロン クリーニング

◎自然乾燥

NEW

酸素系漂白剤は使
えるが、塩素系漂
白剤は使用禁止
塩素系や酸素系漂
白剤の使用禁止

底面温度 200℃を
限度としてアイロ
ン仕上げができる

ぬれ干しの記号が追加
されました。
つり干し

平干し

ぬれ
つり干し

ぬれ
平干し

日陰の
つり干し

日陰の
平干し

日陰の
ぬれ
つり干し

日陰の
ぬれ
平干し

底 面 温度110℃を
限度としてスチー
ムなしでアイロン
仕上げができる

報
記号で表せない取り扱い情
章
は、記号の近くに用語や文
す。
されま
で付記
付記用語の例：

」
「洗濯ネット使用」
」
洗う」
「裏返しにして洗う
「弱く絞る」
など
」など
「あて布使用

【日時】３月４日㈯ 10時〜16時
【場所】消費者信用生活協同組合
(南大通一丁目８-７ ＣＦＣ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について弁護士や専門
の相談員が相談に応じます。秘密は厳守します

NEW

タンブル乾燥の記号が
追加されました。
タンブル乾燥処理が
できる
（排気温度上限80℃）
低い温度でのタンブ
ル乾燥処理ができる
（排気温度上限60℃）

イ
※「中性洗剤使用」や「ア
の
ロンのあて布使用」の記号
表示が無くなりました

くらしとお金の
安心合同相談会

アイロン仕上げ
禁止

◎タンブル乾燥

付記用語について

◎ドライクリーニング

Ｐ

パークロロエチレン
や石油系溶剤による
ドライクリーニング
ができる

Ｆ

石油系溶剤によるド
ライクリーニングが
できる

底面温度150℃を
限度としてアイロ
ン仕上げができる

※ぬれ干し（「‖」「＝」）とは
脱水せず（絞らず）に干すこと

加藤文俊さんプロフィル
慶應義塾大環境情報学部教授。
2003年から「場のチカラプロジ
ェクト」主宰。学生たちと全国を
巡りながら「キャンプ」と呼ばれ
るワークショップ型のフィールド
ワークを実践中。近著に「キャン
プ論：あたらしいフィールドワー
ク」など

乾

酸素系漂白剤の記号が
追加されました。

新しい取り扱い表示を
理解して
大切な衣類を
守りましょう！

ドライクリーニング
禁止

◎ウエットクリーニング

NEW

ウエットクリーニングの
記号が追加されました。

Ｗ

ウエットクリーニン
グができる

Ｗ

ウエットクリーニン
グ禁止

※ウエットクリーニングとは、
クリーニング店が特殊な技術
で行うプロの水洗いと仕上げ
まで含む洗濯です

タンブル乾燥禁止

【洗濯表示の問い合わせ】消費者庁表示対策課 ☎03-3507-9233

過払い請求や債務整理の相談はお早めに。
安心な窓口 消費生活センター へどうぞ。

【費用】無料
【申し込み】同協同組合☎653-0001で予約
が必要
【主催】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、消
費者信用生活協同組合、NPO法人いわて生
活者サポートセンター、盛岡市

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

Nanak
( ななっく )
杜陵老人
福祉センター

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
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秀衡と義経」
経」

▼

盛岡ゆかりの作家らが熱演

観客 魅了
観客を魅
観客を魅了
笑いと涙で観客を魅了

▶源氏のために戦
う義経だったが…

盛岡の初冬を飾る盛岡文士劇

あき こ

▼

亡くなった息子の
妻と心を通わせる…

ん（74）＝月が丘三＝は「地元アナウンサーらの味のあ
る演技が良かった。時代物も地元に身近な話で楽しめた」
と、盛岡文士劇ならではの魅力を堪能した様子でした。

ųųųȁǱȃȈႆ٥ɶᲛ
【日時】１月28日㈯、13時〜と17時半
〜・29日㈰13時〜【場所】紀伊國屋ホ
ール（新宿区）【費用】6500円（全席
指定）。チケットは盛岡劇場や市民文
化ホール、キノチケットカウンター、
チケットぴあ、ｅ+（イープラス）など
で発売中【広報ＩＤ】1017718

砂子沢地区産の新そばを
使った「二八そば」

丹内桃果さん
＝看護科２年＝

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

自分で
作ると
味も格
別！

いよいよシーズンも中盤戦に
突入。プレーオフ進出とＢ１昇
格を目指し、残りの１試合１試
合が大切になってきます。そし
てついに、チアリーダーが「ビ
ッグブルズチア」と名前も新た
に復活！ １月のホームゲーム
から本格始動し、B ULLZOと
共に会場を盛り上げます。
会場内にあるさまざまな飲食
店やビッグブルズチアのダンス
などバスケットボール以外でも
楽しめる岩手ビッグブルズのホ
ームゲーム会場にぜひ足を運び
ましょう！
ぶ

慎重にそばを切る参加者

いわ ぶち

載時点での予定です。

●洋蘭展示会
日時 １月７日㈯〜９日㈪、10時〜
16時※９日は15時まで 場所 平金商
広

告
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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。

■株式会社べスコ
（折笠毅代表取締役社長）
回覧板1250冊。地域活動のために。
おりかさたけし

まこと

ただし

2
0
1
7

I
W
A
T
E
B
I
G
B
U
L
L
S

大切に使わせて
いただきます

広

ぞ

ー

１・２月のホームゲーム
節
日時
対戦相手
１/28㈯
18時〜
信州ブレイブウ
16
ォリアーズ
１/29㈰
14時〜
２/11㈯
18時〜
島根スサノオマ
18
ジック
２/12㈰
14時〜
２/18㈯
18時〜
19
西宮ストークス
２/19㈰
14時〜
4時〜
B
U
L
L
Z
O

一緒に盛り
上がろう

2016シーズンはリーグ13
位、優勝を目指して臨んだ国
体では準々決勝敗退と、結果
がなかなか出せずに終了。し
かし、徐々にプレースタイル
が浸透し、公式戦で10戦無
敗のクラブ記録を打ち立て、
天皇杯２回戦ではＪ１ベガル
タ仙台に勝利するなど新シー
ズンに期待できる成果が出ま
した。これまでの積み上げを
新シーズンにつなげられるよ
う頑張ってほしいですね。新
シーズンの跳躍に期待です。

松田選手が昨シーズ
ンで現役を引退しま
した。10年間、感動
をありがとう！

けん た

松田賢太選手

10

ⓒ

聴広報課へどうぞ。なお、場所などは掲

寄付

■株式会社Ａコープ北東北
（田中照夫代表取締役社長）
10万1591円。子ども未来基金のた
めに。
■岩手県印刷工業組合
（斎藤誠理事長）
岩手県印刷工業組合盛岡支部
（吉田尹支部長）
10万円。緑化活動のために。

ⓒ

先着順です。掲載方法など詳しくは、広

※日時や配達場所は相談 内容 高齢者
宅などへ弁当を配達 問 認定ＮＰＯ法
人もりおか配食サービス☎648-8810

声
年も熱い
う！
ましょ
援を送り

店本社（肴町） 内容 洋蘭の展示と栽
培の相談。 費用 無料 問 岩 渕 さん☎
0195-32-2238
●岩手ホスピスの会 映画上映会
日時 ２月４日㈯13時半〜15時10分
場所 盛岡劇場（松尾町） 内容 ドキュ
メンタリー映画「いのちがいちばん
輝く日〜あるホスピス病棟の40日
〜」の上映※字幕・音声ガイド入り
費用 無料 問 同会☎090-2604-7918
●弁当の配達ボランティア募集
日時 月曜〜金曜、昼食配達は11時〜
12時20分、夕食配達は16時〜17時半

る

グルージャ盛岡

これまで何度も昇格に失敗し︑悔しい
経験もたくさんしました︒しかし︑皆
さんの支えがあり︑Ｊリーグクラブへ
の仲間入りを果たすことができまし
た︒感謝の気持ちでいっぱいです︒
年間本当にありがとうございました！

のり お

岩手ビッグブルズ

応援しよう！
盛岡の
ポーツ
プロス

そばをこねる参加者︒﹁力を入れて無心﹂がコツ

和気あいあいとしてにぎやかな体験教室の様子

よう こ

もも か

大宮楓音さん
＝看護科２年＝

SPORTS
Information

手打ちそば教室（市教委主催）が12月９日、乙部６の
乙部農業構造改造センターで開かれ、15人が参加しまし
た。そば打ち歴15年の下川陽 子 さんを講師に、こね方や
のばし方、ゆで方など各工程でコツを教わりました。「１
人あと20回ずつこねよう」「麺棒の動かし方がスムーズ
ね」など声を掛け合いながら仕上げ、温かいつゆに入れて
完成。出来立てを頬張ると一様に「おいしい」と舌鼓を打
ちました。そば打ちを教わるのは初めてという藤澤規夫さ
ん（72）＝羽場＝は「習ったことを生かして、家族に喜
ばれる年越しそばを作りたい」と笑顔を見せました。

を無料で掲載するコーナーです。掲載は

かざ ね

坂本雅さん
＝看護科２年＝

MORIOKA

そば打ち教室で秘訣身に付け

市民サークルの会員募集や催事情報など

あい り

菊池愛梨さん
＝福祉教養科２年＝
福祉教養科２年

みやび

年越しに喉越し味わう

市民伝言板

な

加鬮山菜々さん

初夢は幸せな夢だったらいいな︒
看護師になる夢に向けて前進！

「もりおか物語」

東京公演

飾った
表紙を 高の
子
岩手女 ルズ
ー
書道ガ した
ま
に聞き

新年はやること全てが今年初︒
スタートを大切に！

ྵˊཋÜ

か くちやま な

pyy
pp
Hap
★
New Yearr★

＝看護科２年＝
看護科２年

初日の出の太陽のように︑明るく
陽気な一年にしたい！

盛岡の師走の風物詩・盛岡文士劇（同公演実行委員会主
催）が12月３・４日の両日、松尾町の盛岡劇場で上演さ
れました。22回目となる今回の公演は、盛岡弁とアドリ
ブがおなじみの現代物と、同実行委員会役員による口上、
平安末期の平泉を舞台とした時代物の３部構成。本番を前
に行われた通し稽古には、東日本大震災の被災者やその
家族約70人を招待。仙台市から避難している鈴木明 子 さ

取材

突撃

しょうゆをつけて︑のりで巻いた
のが一番好き♥
書く前も食べました︵笑︶

ˊཋÜ
「みちのく平泉

お正月を
一文字で表す
すすと？

新しいことにチャレンジしたい︒
何にチャレンジしようかワクワク
です！

▶義経を思い、
を
を思い、
舞う静御前
御
御前

G
R
U
L
L
A

迫力ある試合の様子

ホーム初勝利と小野寺祥太選手の誕生日
を祝う選手たち（11月６日）

M
O
R
I
O
K
A

松田選手を称えるメッセージが書き込まれた旗を囲む選手たち
やサポーター

告
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もりけんに挑戦（27年度３級問題）⓯（正解は10ページに掲載）
盛岡のいくつかの寺社で、一年の無病息災祈願のために、毎年１月に小正月の寒参りと
して行われている行事は何ですか。 ①洗足の儀 ②豆まき ③裸参り ④みずき団子

情報インデックス

ども科学館（本宮字蛇屋敷）は今年も、身近な物の中に科学・

子 技術の面白さを発見してもらえるようにたくさんのイベントを

▼

■

か

催

し

で

広

告

8［広報もりおか 29.１.１］

わ こう じ

ず

を

お知らせ
●計画案への意見を募集
市一般廃棄物処理基本計画案への
意見募集を１月６日㈮から開始。同案
は、若園町分庁舎３階の廃棄物対策課
や各支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。
【提出
方法】任意の用紙に住所と名前、電話
番号、意見を記入し、〠020-8531（住
所不要）市役所廃棄物対策課へ郵送。
持参またはファクス626-4153、市公式
ホームページでも受け付けます【提出
期限】郵送は１月27日㈮消印有効。そ
の他は同日17時締め切り【問】同課☎
626-3755【広報ＩＤ】1017907

●廃棄物対策審議会委員を募集
一般廃棄物の減量と適正な処理、清
潔な生活環 境の保 持に関する事 項に
ついて審議する委員を２人募集します。
【応募資格】次の要件を全て満たす人
①１月３日現在で市内に１年以上住んで
いる②平成９年４月１日以前生まれ③市
の他の審議会などの委員を務めていな
い④平日の日中に年３〜４回開催する
会議に出席できる【任期】４月１日から
２年間【募集期間】１月４日㈬〜31日㈫。
申し込み方法などについて詳しくは、市
公式ホームページをご覧ください。書類
選考・面接により決定【問】廃棄物対策
課☎626-3755【広報ＩＤ】1017748

●声の広報ボランティアを募集
目が不自由な人などのために広報もり
おかの内容を音声でＣＤ化した「声の
広報もりおか」。収録・編集やＣＤの利
用者への配布などをするボランティアを
募集します。
【収録日時】毎月末に１回、
18時〜21時【場所】主に中央公民館（愛
宕町）
【問】広聴広報課☎613-8369

●成人のつどい会場は県民会館
１月８日㈰14時から開催する盛岡市
成人のつどいは、県民会館（内丸）で開
催します。座席は当日受け付け順に指
定。大ホールが満席になったら中ホール
へ案内します。中ホールでは、大ホール
の様子をスクリーンに映します。家族席
は中ホールへ若干用意します。
【日時】
１月８日㈰14時〜15時【対象】平成８年
４月２日〜平成９年４月１日生まれ【問】
生涯学習課☎639-9046【広報ＩＤ】
1003281

４月１日に開館予定の見前南地区公
民館（西見前13）の使用予約を１月４日
㈬10時から開始します。
【申し込み】使
用希望日の３カ月前から、生涯学習課☎
639-9046で電話か都南分庁舎（津志
田14）３階の同課で直接受け付け。※４
月からは同館で受け付けます

●市立総合プールの利用制限

●「もりおかの環境」を作成
市の環境に関する年次報告書などを
まとめた「28年度版もりおかの環境」を
作成しました。市の公民館や図書館など
に備え付けるほか、市公式ホームページ
にも掲載しています。
【問】環境企画課
☎626-3754【広報ＩＤ】1010067

市立総合プール（本宮五）は、大会の
ため、１月14日㈯・15日㈰・29日㈰の終
日、利用できません。
【問】同プール☎
634-0450

図 書

■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎えほんのへや
【日時】１月５日㈭15時半〜16時
【対象】幼児〜小学２年生
新設するみたけ老人福祉センター（み
たけ三）の指定管理者の指定に当たり、 ◎かみしばいのへや
【日時】１月12日㈭15時半〜16時
申請団体に対して行う聴き取り審査を
【対象】幼児〜小学２年生
公開します。傍聴を希望する人は、事前
◎おはなしころころ
に長寿社会課へ開始時刻を確認の上、
【日時・対象】１月13日㈮、10時20分
当日会場へお越しください。ただし、傍
〜11時は１歳３カ月以上の幼児、11時
聴は先着順で、予定人数に達した場合
10分〜11時半は１歳２カ月以下の幼児
は入場できない場合があります。
【審査
◎おはなしのじかん
日】１月19日㈭【場所】市役所別館４階
【日時・対象】１月14日㈯、11時〜11時
会議室【問】同課☎603-8003
20分は4歳〜小学１年生、11時半〜12
●差し押さえ物件の公売
時は小学２年生以上
■都南図書館（永井24☎637-3636）
市が 差し押さえた不 動産や動産を
◎新春 本の福袋 2017
Yahoo!官公庁オークションで公売しま
【日時】１月７日㈯〜９㈪、９時〜17時
す。公売 方 法や期間など 詳しくは、市
【内容】本の福袋を各日数量限定で貸
公式ホームページをご覧ください。
【参
し出し
加申込】１月10日㈫13時〜23日㈪23時
◎冬休み子ども映画会
【公売方法・期間】 入札：１月30日㈪
【日時】１月８日㈰14時〜15時
13時〜２月６日㈪13時 せり売り：１月
【内容】
「こぶとりじいさん」など３本
30日㈪13時〜２月１日㈬23時【問】納
◎おはなしのじかん
税課☎613-8466【広報ＩＤ】1010803
【日時】１月11日㈬11時〜11時半
●水道料金が変わります
【対象】幼児
◎おとぎのへや
将来にわたって持続可能な水道事業
【日時】毎週土曜、14時半〜15時
を維持するため、４月使用分（検針は５
【対象】幼児〜小学生
月）から水道料金を改定します。詳しく
■渋民図書館（渋民字鶴塚☎683-2167）
は、１月以降の水道メーター検針時に配
布する市上下水道局広報紙「みずの輪」
◎えほんのへや
をご覧ください。
【問】上下水道局経営
【日時】１月18日㈬15時半〜16時
企画課☎623-1411
【対象】小学１〜３年生
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
●都市計画変更案の縦覧など
◎わくわくおはなし会
【日時】１月14日㈯11時〜12時
市は、盛岡広域都市計画の各変更案

●指定管理聴き取り審査を公開

▼

【日時】１月22日㈰13時半〜15時【場
所】遺跡の学び館（本宮字荒屋）
【内容】
●子育てを楽しく
盛岡の縄文文化の特徴と北海道・北東
北縄文遺跡群の世界遺産登録、現代人
市立とりょう保育園子育て支援センタ
が学ぶべき縄文の世界について、専門家
ーは、次のとおり子育て支援の場を開
らが話し合う【定員】当日先着80人【費
設します。時間はいずれも10時〜11時
半。参加無料です。当日、会場へどうぞ。 用】無料【問】同館☎635-6600
【問】同支援センター☎651-8580【広
●アウトドアイン区界〜冬の巻
報ＩＤ】1002663 にこにこルーム【期
●成年後見相談
日・場所】１月13日㈮は西部公民館（南
【日時】１月28日㈯９時半〜29㈰14時
青山町）、20日㈮は高松地区保健セン
の１泊２日【場所】区界高原少年自然の
【日時】１月10日㈫・24日㈫、13時半〜
ター（上田字毛無森）、２月３日㈮はタ
家※送 迎あり【内容】歩くスキーや輪
16時【場所】成年後見センターもりおか
カヤアリーナ（本宮五）
【対象】０歳〜３
かんじきの体 験、餅つき、みずき団子
（菜園一）
【費用】無料【申し込み】同
歳の子と保護者 ぴよぴよルーム【期
作り、家族交流会など【対象】小・中学
センター☎626-6112で電話受け付け
生とその保護者【定員】15組【費用】１
日・場所】１月17日㈫は高松地区保健セ
●リハビリ無料相談会
人4000円。申し込み方法などについて
ンター、27日㈮は飯岡地区保健センター
詳しくは、市公式ホームページをご覧く
（下飯岡８）
【対象】０歳の子と保護者
【日時】１月12日㈭10時〜12時【場所】
ださい。１月12日㈭17時必着。定員を
市立身体障害者福祉センター（若園町）
マタニティサロン
超えた場合は抽選【問】同自然の家☎
【申し込み】同センター☎625-1151で
【日時】１月18日㈬10時〜11時半【場
0193-77-2048【広報ＩＤ】1000876
電話受け付け
所】とりょう保育園（肴町）
【対象】初妊
婦【申し込み】同支援センターで電話受
●補聴器無料相談会
●平民宰相を生んだ本宮村
け付け
■市立保育園の一斉開放（13園）
【日時・場所】１月18日㈬、10時〜11時
【日時】１月28日㈯13時半〜15時【場
半は市立地域福祉センター（手代森14）、 【日時】１月10日・17日・24日、火曜、９
所】原 敬 記 念 館（本 宮四）【内容】原
時半〜11時【対象】０歳〜就学前の子と
13時半〜15時は市立身体障害者福祉セ
敬の生まれ故郷・本宮村（現盛岡市本
保護者や妊婦
ンター（若園町）
【申し込み】地域福祉
宮）の近世・近代史を同館学芸員が紹
センター☎696-5640で電話受け付け
介【定 員】3 0人【費 用】無 料【申し込
●介護事業所による就職面談会
み】１月14日㈯９時から、同館☎636●若者のための就職相談会
1192で先着順に電話受け付け
盛岡管内の小規模介護事業所が合
同で就職面談会を開催。各事業所の魅
前職からブランクがある人や働くこと
●市民体育大会スキー競技会
力や特徴を知る機会です。
【日時】１月
に不安を感じる人の就職・就活に関す
17日㈫13時〜16時【場所】ふれあいラ
る相談を受け付けます。
【日時】１月28
【日時】２月12日㈰８時15分〜【場所・
ンド岩手（三本柳８）
【費用】無料【申し
日㈯10時〜16時【場所】もりおか若者
内容】①岩山パークスキー場（新庄字
込み】県福祉人材センター☎637-4522
サポートステーション（盛岡駅前通）
【対
岩山）でジャイアントスラローム②雫石
で電話受け付け【広報ＩＤ】1016524
象】15歳〜39歳【定員】５人【費用】無
ケッパレランドでクロスカントリーとリ
料【申し込み】１月６日㈮９時から、同ス
レー【種別】小・中学生男女、高校生男
●もりげきライヴ
テーション☎625-8460で先着順に電
子、一般女子（高校生を含む）、青年・
話受け付け
成年・壮年男子、ハンディスキー※クロ
【日時】
１月18日㈬19時〜21時【場所】
スカントリーはハンディスキーなし。リレ
盛岡劇場（松尾町）
【出演】K AZUWO
ーは中学生男女と高校生男子のみ【費
ばんど2017【費用】前売り1000円、当日
用】中学生100円、高校生以上500円。
1200円。小学生以下無料【問】同劇場
小学生無料（リフト代別途）※クロスカ
☎622-2258
ントリーは200円増。申し込み方法など
●「あなた啄木派？賢治派？」展
●科学談話会
について詳しくは、市公式ホームページ
をご覧ください。１月23日㈪17時必着
人気を二分する盛岡ゆかりの文人、石
「とほほの法医学」と題し、岩手医大
【問】スポーツ推進課☎603-8013【広
川啄 木と宮沢賢治を、さまざまな観点
の出羽厚二教授が講演します。
【日時】
報ＩＤ】1017871
から対比。そこから浮かび上がる２人の
１月20日㈮18時 半〜20 時【場所】市
人間像を紹介します。
【日時】１月６日㈮
立図書館（高松一）
【費用】無料。当日、
●市立総合プール公認記録会
〜４月９日㈰、10時〜17時半【場所】も
会場へどうぞ【問】同館☎661-4343
りおか啄木・賢治青春館（中ノ橋通一）
【日時】２月26日㈰９時〜【場所】市
●てがみ館ギャラリートーク
【費用】無料【問】同館☎604 -8900
立総合プール（本宮五）
【対象】小学生
【広報ＩＤ】1017760
以上【費用】１種目10 0 0円（リレーは
【日時】１月21日㈯14時〜15時【場所】
2000円）とプログラム代500円【申し
盛岡てがみ館（中ノ橋通一）
【内容】開
●先人調べ学習サポート
込み】同プールへ参加費を添えて直接
催中の企画展「文豪たちの原稿展」で
お申し込みください。申込用紙は市体
紹介している与謝野鉄幹など６人の文
「先人新聞」作りなど、小・中学生の
▼

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・場所】１月10日㈫・
12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

●座談会「なぜ今、縄文なのか」

●見前南地区公民館の
使用予約を始めます

表

都市計画変更案の縦覧日程など
変更案・担当課
種別
日時
①用途地域
都市計画課☎639-9051
①〜③１/12㈭〜26㈭
②下水道
縦覧 ④１/13㈮〜27㈮
下水道整備課☎623-1411
９時〜17時
③大平地区地区計画
市街地整備課☎639-9056
説明 ①〜③１/12㈭14時〜
④道明地区地区計画
会 ④１/13㈮10時〜
盛岡南整備課☎639-9032

広

ぼう！」
☆サイエンスショー「風船であそぼう！」
☆ワークショップ「バネカー」
☆スペシャルワークショップ
「パタパタマグネット」
☆たのしい科学技術作品展
☆ナイトミュージアム
・今夜の星空みどころ案内
・星を見る会
・星と音楽のプラネタリウム
特集
特
〜冬休みスペシャル〜ジブリ特集

の縦覧などを表のとおり開催します。変
更案に意見がある人は、縦覧期間中に
市長へ意見書を提出できます。

▼

●夜間納付相談

育協会のホームページからもダウンロ
ードできます。１月26日㈭13時締め切り
【問】同プール☎634-0450

場所
各案の担当課
①都南分庁舎２階
②上下水道局３階
③都南分庁舎２階
④都南分庁舎１階
都南分庁舎４階の
会議室

広報ＩＤ

①〜③
1017754
④
1017762

【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】１月12日㈭10時半〜11時
【対象】幼児
■都南公民館（永井24☎637-6611）
◎子どもシネマランド
【日時】１月14日㈯10時半〜11時半
【内容】
「トム・ソーヤの冒険」など３本
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
◎ちびっこ広場映画会
【日時】１月７日㈯10時半〜11時40分
【内容】
「ふしぎの国のアリス」
【対象】幼児〜小学生
◎ふたばおはなし会
【日時・対象】１月11日㈬、10時〜10
時40分は１歳３カ月〜３歳、10時50分
〜11時10分は０歳〜１歳３カ月未満

■松園地区公民館（東松園二☎661-8111）
◎おはなし★らんど
【日時】１月11日㈬10時〜12時
【内容】手作りおもちゃ遊びと絵本の
読み聞かせ
【対象】０歳〜未就学児

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ご利用ください
月日
接 骨 院 名
１/１ ひかり整骨院中ノ橋
（中ノ橋通一）651-0480
１/８ 小笠原整骨院（好摩字上山）681-2577
1/15 接骨院りゅう（本宮一） 636-0066
１/22 ふくしま整骨院
（下飯岡11）639-7557
１/29 さとう整骨院（月が丘一） 641-7586

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。
月日 区分

名称
所在地
電話番号
盛岡友愛病院
永井12-10
638-2222
本間内科医院
上田二丁目20-13
622-5970
外 細井外科医院
大沢川原一丁目１-２
624-2715
小 森田小児科医院
緑が丘四丁目１-60
662-3326
１/８
歯 西郷歯科医院
高松一丁目13-15
661-8110
㈰
かつら薬局
永井13-17-３
614-2061
つくし薬局下の橋店
大沢川原一丁目１-３
624-8730
薬
調剤薬局アスティこうの
緑が丘四丁目１-50
662-2877
緑が丘薬局
緑が丘四丁目１-60
662-3458
あさくらクリニック
茶畑一丁目８-２
621-3322
内
かなざわ内科クリニック
上堂一丁目18-24
647-3057
外 むろおか骨粗鬆症・整形外科クリニック 菜園一丁目11-１エスビル菜園４階 613-2760
小 西島こどもクリニック
上田一丁目19-11
651-1369
１/９
歯 さくらだ歯科クリニック
緑が丘四丁目１-50アスティ緑が丘３階 661-6480
㈪
ソレイユ調剤薬局
茶畑一丁目８-20
652-2822
なごみ薬局
上堂一丁目18-26
648-0753
薬
第一薬局
中央通三丁目４-27
623-1736
あおば薬局上田店
上田一丁目18-50
622-0370
佐藤内科クリニック
大通三丁目１-24第三菱和ビル４階 626-1115
内 真山池田医院
本町通三丁目19-32
623-7151
八角病院
好摩字夏間木70-190
682-0201
外 内丸病院
本町通一丁目12-７
654-5331
上田字松屋敷11-14
662-5656
１/15 小 もりおかこども病院
㈰
歯 さいとう歯科医院
厨川一丁目５-１
641-3558
エキナカ薬局Pharma-Labo
盛岡駅前通１-44
601-6256
アヤメ薬局
本町通三丁目19-31
654-1401
薬
油町薬局
本町通一丁目11-25
629-3400
こなん薬局
上田字松屋敷23-３
664-1115
※１月１日〜３日の休日救急当番医と薬局は、12月15日号５ページをご覧ください
内
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詳しくは︑科学館の

談

豪について同館館長が解説【費用】入
館料が必要。当日、会場へどうぞ【問】
同館☎604-3302

子ども科学館
１月の催し

相

冬休みの自由研究をボランティアがサ
ポートします。
【日時】１月11日㈬〜13
日㈮、10時〜16時【場所】先人記念館
（本宮字蛇屋敷）
【費用】無料※入館
料が必要。当日、会場へどうぞ【問】同
館☎659-3338

てね！
ホームページを見

開催します。ぜひ遊びにお越しください。【問】同館☎634-1171

もっと知りたい！盛岡
市公式ホームページ

もりおか
も

もりおかすんぴょう

volum
e5

広
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！

23
▼

寸評

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
毎回異なったテーマ・出演
者で、旬な話題をお届け♪

れ

漫画家

い

広告に関する問い合わせ

じ

松本 零士さん

ナチュラルコム㈱
☎019-652-9190へどうぞ

11月26日、「宇宙戦艦ヤマト・銀河鉄道999 松本零士展〜
漫画界のレジェンド」のオープニングセレモニーのため来盛。
「銀河鉄道999」や「宇宙戦艦ヤマト」、「宇宙海賊キャプ
テンハーロック」など数多くのＳＦ作品を60年以上にわた
り執筆。昭和13年、福岡県生まれ。

もりけんに挑戦
（９ページに掲載）の答え
③裸参り

編集後記

関わっていると思います︒
漫画家を目指すきっかけは５歳の時に見た﹁くも
とちゅうりっぷ﹂という漫画映画︒同じ日に同じ場所

で︑同じ映画を見て漫画家を志したのが手塚治虫さ
ん︒不思議な縁ですよ︒小学２年生で終戦を迎え︑
負けると昨日までの常識がコロッと変わることを知

りました︒子どもながらにそれがとても嫌で︑負けず
嫌いな強い心意気が芽生えました︒こうした子ども
の頃の経験が︑私の仕事を心身共に支えてくれまし
た︒仕事をする上で大切にしていることは︑やり出し

た以上︑歯を食いしばって頑張ること︒なんでもやり
始めてすぐやめる人がいるけど︑死にもの狂いでやっ
たことは大抵なんとかなる︒﹁泣くのは恥ではない︒

諦めるのが恥だ﹂︑﹁時間は夢を裏切らない︒夢も時
間を裏切ってはいけない﹂を心に刻み︑自分がどう生
きて︑夢や志をどう遂 げるのか︑描く漫画にはそん

▼ ▼

市公式フェイスブック
市政ラジオ番組
「もりおか暮らし物語」

な目的意識を必ず持たせています︒それが世代を問
わず︑多くの人が共感を持って読んでくれることにつ
ながっていると感じます︒私は常に新しいものを作

らないと気が済まない性分です︒これからも死ぬま
で漫画を描き続けていきますよ︒
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https://twitter.com/moriokashi
https://www.facebook.com/
moriokashi

岡や岩手の人は人情味があって︑ここに来る

告

市公式ツイッター

盛

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）市役所広聴広報課「松本零士さん
サイン色紙プレゼント係」へ郵送して
㈮
ください。１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。

と幸せで穏やかな気分になれます︒盛岡での
展覧会にはたくさんの人が来てくれて︑自分の絵を
見てもらえてとてもうれしいです︒盛岡ゆかりの宮

沢賢治の﹁銀河鉄道の夜﹂を初めて知ったのは小学
４年生の頃︒学校の幻灯会で上映され︑蒸気機関車
が空を飛ぶ物語があることを知りました︒福岡から

上京するときに通る関門トンネルで︑暗闇を抜けて
パッと明るくなる光景は︑暗い宇宙を走って別世界

へ行く銀河鉄道のよう︒だから﹁銀河鉄道の夜﹂も
現実的な感覚で読むことができたんです︒﹁銀河鉄
道
﹂に出てくるメーテルは私が無意識に描い
た理想の女性ですが︑不思議なことに私の先祖にメ
ーテルそっくりな女性がいたんです︒私のＤＮＡが

メーテルを描かせてくれたのでしょう︒先祖には東
北人もいるので︑東北人のＤＮＡもメーテル誕生に

直筆サイン色紙を抽選 で
１人へプレゼント

広

パソコンやスマホからどうぞ
パ
コ やス ホからどう
ホからどうぞ
ぞ

市公式ホームページのトップペ
ージにある検索窓に、紙面に
掲載された広報ID（７桁の数
字）を入力すると、記事の詳細
を見ることができます。

幸せで穏やかな
気分になれるところ
9
9
9

http://www.city.morioka.iwate.jp/
ttp
p
y
jp

今号の表紙は、最年少の担当者
が発案。「翔舞」の文字は高校
生によるアイデア。若者の創意
で明るく元気に始まった広報も
りおかを、今年も隅から隅まで
ガ
余すことなくご愛読ください○
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