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盛岡グランドホテル（愛宕下）を過ぎ、坂道を登っていく
と、市街地を見渡せる展望台が現れます。この展望台がある
のは小高い丘にある愛宕山記念公園内。平成５年に皇太子殿
下が御成婚されたのを記念して整備しました。展望台を中心
としたメイン広場には妃殿下雅子様ゆかりのハマナスの花が
描かれています。
昨年５月26日に、市と㈱岩手ホテルアンドリゾートは同
公園のネーミングライツ契約を締結し、愛称が「盛岡グラン
ドホテル・ウェディングヒル愛宕山公園」に決定。11月１
日には市内初の「恋人の聖地サテライト」※に選定されまし
た。草花のつぼみの膨らみに春の到来を感じるこの季節、暖
かな光が二人を照らす同公園で、大切な人に愛を伝えてみて
はいかがでしょうか。
【関連
連特集２
集２〜３ペ
３ページ】
３ページ】
ジ
【関連特集２〜３ページ】

︱

※ＮＰＯ法人地域活性化支援センター（静岡県）が、全国の観光
地域の中からプロポーズにふさわしいロマンチックな場所を「恋
人の聖地」として選定

愛を誓い合う場所
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狂犬病予防注射日程
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保留地の売却、人間ドック助成など

12ページ

盛岡ライフストーリー、市民伝言板

13ページ

外山森林公園、都南つどいの森の利用案内
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特集

あなたの結婚、応援します

あなたの結婚
の結 を応援する皆さんからアドバイス
プロ か
結婚支援の

ら

日本の平均婚姻年齢は男性、女性とも年々上昇傾向にあり、共に初
婚の場合、平成27年では男性30.7歳、女性29.0歳※１となっています。
また生涯未婚率は平成22年では男性20.14％、女性10.61％※２とこち
らも年々上昇傾向。晩婚化・未婚化の原因は多数考えられますが、実は

昔ほど職場や親せきなどの周囲の人が独身者に
結婚相手を勧めることはなくなりました。今は縁
を自分で探す時代。まずは行動するしかありませ

結婚したくても相手がなかなか見つからないという人も多いはず−。
今回は、そんな結婚相手探しに悩むあなたの参考にしてほしい特集です。
※１ 平成28年度厚生労働省人口動態統計特殊報告「婚姻に関する統計」の概況より
※２ 国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」（平成28年度版）より

11月のスポ婚・フットサル交流大会（市体育協会主
催）と２月に開かれた映画を通じた出会いを応援するシ
ネマッチング（もりおか映画祭実行委員会主催）の参
加者に、婚活に関するアンケートを実施。現在婚活して

ケー
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結果か

男性

男性
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紹介
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仕事が忙しい
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合コンへの参加

街コンや企業主催の婚活
パーティへの参加
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代表理事

Q３ 結婚相手に求める
条件は？

Q２ 婚活上の悩みは？

街コンや企業主催の婚活
パーティ―への参加

合コンへの参加

位

一般社団法人

ト

Q１ 主な婚活内容は？

位

いるとの回答が一番多かった年齢層は30〜34歳でした。
また、出会いを求めてはいるが機会が得られない、なか
なか理想の相手が見つからない、うまく次につながらな
いと悩んでいる様子も見えてきました。

友人・知人からの
紹介

位

、Ｑ２
Ｑ１の結果とは裏腹に
友人・
では「合コンの誘いや
」と嘆
知人からの紹介がない

男性

理想の相手になかなか
出会えない

位

仕事が忙しい

位

自分からアプローチでき
アプローチしても相手
が受け入れてくれない、 ない／アプローチしても
相手が受け入れてくれな
次へつながらない
い、次へつながらない

位

結婚を意識する

STEP１ 会員登録

STEP２ お相手検索・確認

交際が始まるまでは
名前や連絡先を相手
に一切教えません

容姿

年齢

日本結婚支援協会

田口智之さん

「適当」な相手を探す姿勢でいきましょう。まず
は、自分が結婚生活に求めているものは何かを考

ん。最近よく使われる「婚活」という言葉に抵抗
がある人もいると思います。しかし、あまり固く
考えず、まずは自分が楽しそうだと思うイベント
に参加してみるのはいかがでしょう。その中で気
が合う相手がいるかもしれないくらいの気持ちで。
当協会でも旅行会社と組んで、観光スポットを巡
ったり、その地域ならではの物作り体験ができる
ツアーなど出会いのきっかけとなるようなイベン
トを開催しています。
婚活をする上で注意してほしいのは、就活と
は違い、結婚しないと必ずしも生活に支障を来
すわけではないため、ずるずるとやりがちな点。
「婚活疲れ」という言葉もあります。だからこそ、
「期間は１年」など目標を立て、本気で取り組み
ましょう。相手も自分も年を取ります。結婚した
いと思ったら一日でも早く行動を起こすことをお
勧めします。

一般社団法人 日本結婚支援協会
自治体や各種団体の婚活イベン
トの企画運営代行、結婚を希望す
る人や両親向けのイベント・セミ
ナーを開催するなど日本の晩婚化
の改善、少子化対策に取り組んで
いる。本市で開催した28年度結
婚支援員育成セミナーのほか、盛
岡商工会議所の婚活イベント、県
内他市町村の結婚支援事業にも携
わるなど広く活動中

● あなたが結婚生活に求めるものは？

同協会（住吉町）☎613-5100
ホームページ
http://www.kekkonsien.jp

相手を探す際、条件至上主義になっていませ
んか？ 相手に求める条件は３つまでに絞った方
がいいという仲人もいます。自分の理想にそぐわ

えてみませんか。

● 見合いやデートがうまくいくコツ
見合いや出会いの場で一番大事なのは笑顔。実
際にカップルになる人は笑顔でいる人たちですね。
さらに、身だしなみでいえば清潔感があり、ＴＰ
Ｏ（時間・場所・場合）をわきまえた服装。婚活
では戦略的に考え、自己プロデュースをするので
す。そして会話をたくさんしましょう。人となり
はプロフィルデータだけでは分かりませんから。
いざデートとなったら、大切なのは相手を気遣
うアクションを起こすこと。ドライブを例にする
と、男性が運転するなら、寒さを感じやすい女性
のために助手席にひざ掛けを用意するとか、女性
は運転手を気遣い、眠気防止のガムを準備するな
ど。また、電話やメールで済ませずに、定期的に
会うということが大切ですね。仕事が忙しかった
り休みが合わなかったりとなかなか会えない人も
いると思います。しかし、30分だけでも会う努力
をすること！ 自分も相手の気持ちも電話やメー
ルだけでは伝わらないものです。時間は「作っ
て」会うことが大切です。

から
人生の先輩

◆ 農業後継者の結婚応援

金婚式に出席した
り つ

吉田幸一さん・律さん
私たちは社内恋愛でした。
周囲にいい人がいないか会
社 の 先 輩 に 相 談したとこ
ろ、「社内にいるじゃない
か」と言われて気付き、自
分からアプローチしました。
お互い気遣い合うこと、共
通の趣味を持つことが、交
際・結婚が長続きする秘訣
だと思います。

交際する前は、「厳しい
人」というイメージでした。
でも、じっくり話してみる
と「この人は何か持ってい
る」と感じ、交際を決めま
した。今、相手を探してい
る人はあまり深く考え過ぎ
ず、思い切って相手を信頼
し飛び込んでみるのがいい
と思いますよ。結婚して50
年、私はとても幸せです。

農業をしている人や農業に興
味がある人の結婚を農業後継者
結婚相談員が応援します。出会
いイベントも開催。28年度は
男女14人が参加し、４組のカッ
プルが成立！ 相談したい人は
「農業後継者結婚相談台帳」へ
の登録が必要です。詳しくは市
農業後継者相談員連絡協議会
（市農業委員会事務局）☎6399034へお問い合わせください。

STEP４ 交際スタート
互いの合意があれば
交際成立！

次の日までに、もう一
度会いたいかをi−サ
ポ盛岡に連絡

ﾄﾞｷﾄﾞｷ

ど

なるほ

−

i−サポ盛岡（菜園一）☎601-9955
ホームページ
http://www.ikiiki-iwate.com

２人の距離が縮まる！
あなたの
動物たちが
トに？
キューピッ

ク
ロマンチッ

満天の星に
い！
が止まらな

市動物公園（新庄字下八木田） 子ども科学館（本宮字蛇屋敷）
〜プラネタリウム〜

お勧めデートスポット
スポット
ト

ッ
パワースポ
新たな恋愛
？
となるか！

盛岡城跡公園（内丸）
〜残念石〜

その他、春は桜まつり、夏は
さんさ踊り、秋は秋祭り、冬
は雪あかり−。季節のイベ
ント情報は広報もりおかで
随時お届け！

くさびを打ち込む
ち込む
ための矢穴

お見合い以外にも婚活イベン
トの情報提供もしています︒
詳しくは︑
サポのホーム
ページをご覧ください
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マッチングシステムは
静脈認証式のため、登
録した本人しか見ら
れません

安心して利用できる工夫が
たくさんありますね

入室時はスマホやカメ
ラをロッカーに預ける
など個人情報の保護を
徹底

あ、この人
いいかも

経済力

僕はまた会いたい
︒
です︒はい︒ぜひ

２週間に一度、希望条件
に合った 相手の 件 数を
メールでお知らせ（マッチ
ングがあった場合のみ）

は︑初めまして︒
ニックネームは
盛岡太郎です︒

入会申込書に記入︒
これに相手に希望す
る条件も書くんだ

個人情報を守る工夫

来所は全て予約制。利
用者同士が顔を合わせ
ることはありません

相手が承諾したら、
i−サポ盛岡でお
見合い

ニックネーム、顔写真、
年齢、結婚歴、家族構
成、年収など

年齢

ぜひ、具体的な
流れを教えてく
ださい！

会いたい人がいたら
お見合いを申し込み

確認できる相手の情報

入会登録料として
２年間で１万円

人柄

婚活手段の
一つとして
選ばれてい
るんですね

STEP３ お見合い

希望条件が合う相手を探し
てくれるマッチングシステム
で相手の情報を検索・確認

電話予約後、i−サポ盛岡で
会員登録

i

−

県全体の会員数※２月28日時点
1012人（男性640人、女性372人）
そのうち盛岡地域の会員
502人（男性267人、女性235人）

i−サポ
センター長

高橋さん（27歳）

サポは︑県と県内の
市町村︑民間団体が連携
して設置・運営していま
す︒会員数は徐々に増え
ているんですよ

人見知りだし…

通称
i−サポ
（アイサポ）

結婚相談所です
か？ どういう
ところか分から
ないかも⁝

仕事忙しいし…

高橋さん︑﹁〝いきいき
岩手〟結婚サポートセン
ター盛岡﹂で探してみる
のはいかがですか

僕もそろそろ結婚
を考えたいけど、
相手ってどうやっ
て見つけたらいい
んだろう…

人柄

やかな人
男女共に優しい人・穏
近い人
が人気！ 年齢は自分に
が希望みたい

く人の声も…

ここにもお悩みの人が…

女性

ない部分は気持ちで乗り越えるという心構えが必
要。条件を少なくすることを「妥協」という人が
いますが、それは上から目線というもの。自分に

● 縁は自分で探す時代

i

写真は、ゾウのカップル
「タロウ」と「マオ」。
また、うさぎのだっこは
カップルで参加できてお
すすめ！

光学式とデジタルを駆使
したハイブリットプラネ
タリウム！ 平日は空い
ているので、特におすす
め。11時半と15時半から
の投影です

一説によると、石垣に使おうと
しましたが割れず、使われなか
ったため、こう呼ばれていま
す。でも「割れない」→「別れ
ない」ということで、なんだか
御利益がありそう。写真の石は、
毘沙門橋近くで撮影。散策しな
がら見つけてみては？

結婚したいと願う人をサポートする
仕組みが増えています。一人で悩まず、
まずは周囲の人などに相談してみては
いかがでしょうか。あなたにとって生
涯を共にしたいと思
える大切な人を見つ
けられるよう市も応
援しています。
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平成29年度芸術鑑賞事業
と

き

感動の時間を
あなたへ―。

佐渡裕指揮
シエナ・ウインド・オーケストラ

親子のためのファミリーミュージカル

「ピノキオ〜または白雪姫の悲劇」
８月５日㈯13時/17時開演（２回公演）

12月15日㈮18時半開演 市民文化ホール大ホール

盛岡劇場メインホール

さ

あ もん

演出家・宮本亜門版「ピノキオ」。白雪姫や魔王、キツネ、猫、カメ、
コオロギなど、あらゆるおとぎ話のキャラクターが次々と現れます。ピ
ノキオが人間の少年へと成長していく話をオリジナル楽曲に乗せてつづ
る、ファンタジックなミュージカルです。

ⓒTakashi Iijima

盛岡市文化振興事業団は、世界的に有名な歌劇場の公演やオーケ
ストラによるコンサート、豪華キャストによる演劇、展覧会などを
ご用意しております。至福のひとときをどうぞお楽しみください。
ⓒ西野正将

＊チケットの発売日や料金などの詳細は、
決まり次第、市文化振興事業団のホーム
盛岡市文化振興事業団
ページなどでお知らせします
☎621-5151（月曜休館※祝日を除く） ＊都合により、内容などが変更になる場
合があります。あらかじめご了承くだ
市民文化ホール
さい
☎621-5100（盛岡駅西通二丁目９-１）

【問】

盛岡劇場
☎622-2258（松尾町３-１）
キャラホール
☎637-6611（永井24-10-１）
姫神ホール
☎683-3526（渋民字鶴塚55）

９月18日㈪11時開演

キッズのためのはじめての音楽会
キャラホール
あい

クラシック音楽界の人気バイオリニスト・奥村愛が、親しみやすいトー
クと共に、音楽仲間とクラシックの名曲を楽しくお届けします。０歳か
ら楽しめるクラシックコンサート。間近で聴ける生演奏で、音楽の魅力
を体感しませんか。

ハンガリー国立歌劇場 オペレッタ「こうもり」

ケイト・リウ

MALTA 七人のサムライジャズ
６月４日㈰15時開演

キャラホール
マ

ル

タ

ジャズ界を代表するサックスプレイヤーのM ALTA。選りすぐりのメン
バーによる熱いジャズライブをお楽しみください。
【チケット発売中】全席指定 3000円

フランスを代表するオルガニストのフランソ
ワ・エスピナス。盛岡にあるオルガンの特色
を生かしたオール・バッハ・プログラムをお
届けします。フランスの才気あふれる演奏を
お楽しみください。

2015年のショパン国際ピアノ・コ
ンクールにおいて、詩情あふれる
音楽性と際立って美しく豊かな音
色、熱く語りかける珠玉の演奏の
数々で、審査員のみならず世界中
の聴衆を魅了し、第３位を受賞。
中でもポーランド人の審査員が軒
並み絶賛し、マズルカ賞も同時受
賞した、注目を集めるシンガポー
ル出身のピアニスト。

姫神寄席 桃月庵白酒 柳家三三 二人会
11月19日㈰14時開演

「風間杜 夫 ひとり芝居」第７弾の新作公
演。東京の下町で葬儀社を営む68歳の男
が生きる目的を「世界平和」の中に探す
物語。笑いあり涙ありの、風間杜夫の進
化し続ける舞台にご期待ください。

ま

小菅優の室内楽 ベートーヴェン詣2017
〜ピアノと管楽のための五重奏曲〜
６月20日㈫18時半開演
市民文化ホール小ホール
こ

すげ ゆう

ピアニスト・小菅優が贈る珠玉の室内
楽。ピアノとオーボエ、クラリネット、
ホルン、ファゴットによる編成でベー
トーベンやモーツァルトなどの五重奏曲
をお届けします。
【チケット発売中】全席指定 Ｓ席4500
円、Ａ席3500円、U-25チケット2000円
（Ｓ席、Ａ席選択可）
ⓒMarco Borggreve
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桃月庵白酒

くら

にな がわ ゆき

の

お

すけ

Exhibition

展覧会は、市民文化ホール展示ホールで開催します。
※月曜休館（月曜が祝日の場合は開館）

リ・クリエイトでよみがえる光と影の競演

フェルメールとレンブラント

市が所蔵する作品の中から、日本の四季折々の自然風景の美しさを表現
した油彩・水彩・素描・版画などを紹介。入場無料です。

シェイクスピア全作品中、最も胸躍るピ
カレスクロマン「リチャード三世」。破
滅に向かって突き進む悪のヒーロー・リ
チャード三世を佐々木蔵之介が演じま
す。圧倒的なビジュアルセンスと過剰な
までのエネルギーが渦巻く舞台づくり
で、「ルーマニアの蜷 川 幸 雄 」とも称さ
れる巨匠、シルビウ・プルカレーテによ
る演出です。

お

斎藤秀雄、フルニエ、ロストロポービチに師事
し、1978年の第６回チャイコフスキー国際コン
クールで第２位を受賞。以後、名実共に日本を代
表するチェリストとして国内外で活躍していま
す。円熟のチェロの響きをご堪能ください。
ⓒAtsuya Iwashita

盛岡市コレクション展2017 〜美しき日本の風景〜

11月８日㈬18時半開演
市民文化ホール大ホール

り

柳家三三

７月１日㈯〜17日㈪

「リチャード三世」

ⓒAriga Terasawa

来年２月18日㈰14時開演
市民文化ホール小ホール

とう げつ あん はく しゅ

展覧会

牛田智大

藤原真理 チェロ・リサイタル

ⓒ横井洋司

９月28日㈭（予定）
盛岡劇場メインホール

指揮 ヤツェク・カスプシク

姫神ホール

切れ味鋭い枕（落語の本題に
入る前にする話のこと）と磨
きのかかった本格古典落語で
魅了する桃 月 庵 白 酒 と、端正
な語り口と独自の演出で観客
を引き込む柳家三 三 の、伝統
話芸の妙をご堪能ください。
林家正 楽 による、寄席ならで
はの風情あふれる「紙切り」
も楽しめます。
さん

風間杜夫ひとり芝居
「ピース」

ともはる

市民文化ホール小ホール

フランソワ・エスピナス
パイプオルガン・リサイタル
９月20日㈬19時開演
市民文化ホール小ホール

ショパン国際ピアノ・コンクール公式オーケストラとしても名高いワル
シャワ国立フィルハーモニー管弦楽団。類まれな才能と音楽性で活躍目
覚ましい俊英ピアニスト・牛田智大をソリストに迎え、確かな技巧と情
感豊かな演奏で、気品あふれるワルシャワ・フィルと共に、新年を華や
かに彩ります。

ピアノ・リサイタル

５月24日㈬19時開演
市民文化ホール小ホール

ⓒLudwig Olah

来年１月14日㈰14時開演 市民文化ホール大ホール

オペレッタの中でも群を抜いて聴衆に愛され続けるヨハン・シュトラウス
二世の傑作「こうもり」。名アリア・名旋律がたっぷり詰まったこの作品
をハンガリー国立歌劇場が上演します。ドイツ語圏の歌劇場では年末年始
の華やかな定番レパートリーとして毎年必ず上演されています。登場人物
もとても個性的で、脇役を含めたそれぞれの役柄に見どころが満載。軽や
かな歌と芝居で魅了します。

11月15日㈬19時開演

ライプチヒ弦楽四重奏団

ライプチヒ・ゲバントハウス管弦楽団の元首
席奏者３人を含む、現代屈指のエキサイティ
ングな弦楽四重奏団。ドイツ・オーストリア
地方の作曲家の作品演奏を得意とする秀逸の
アンサンブルです。
【チケット発売中】全席指定 Ｓ席4000円、
Ａ席3000円、U-25チケット1500円（Ｓ席、
Ａ席選択可）

ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団
ニューイヤー・コンサート

10月31日㈫18時半開演 市民文化ホール大ホール

奥村愛プロデュース

ど ゆたか

2002年から佐 渡 裕 を首席指揮者に擁し、
吹奏楽オリジナル曲やマーチはもちろん、
クラシックやジャズ、ポップス、映画音
楽、ミュージカルナンバーなど幅広いジャ
ンルにわたる演奏レパートリーが魅力の吹
奏楽オーケストラ。若さあふれるダイナミ
ックな演奏とバリエーション豊富なパフ
ォーマンスをお楽しみください。

パ

リ

ロートレックとベル・エポックの巴里-1900年展
来年２月16日㈮〜３月25日㈰
1900年を軸として、世紀末、新世紀さらには大戦へと混乱期に向かう
中、ロートレックをはじめとする同時期の画家たちは時代に翻弄されつ
つも挫けずエネルギッシュに作品を制作し、真価を発揮しました。今展
では厳選した出品作品からベル・エポックの華美とけん騒、混沌とした
時代の光と影の部分を回顧します。
ほんろう

こんとん

オランダの２大巨匠展

７月22日㈯〜９月10日㈰
光と影の魔術師・フェルメール
とレンブラントが描いた作品の
画像データを、最新のデジタル
リマスタリング技術により、当
時の色調とテクスチャーで再
創造した「リ・クリエイト」作
品で鑑賞。世界中に散らばって
いるフェルメールの作品全37
レンブラント
点とレンブラントの珠玉の作品 フェルメール
約30点を、原寸大で一堂に展 「真珠の耳飾りの少女」 「自画像 1629年」
示します。

［広報もりおか 29.４.１］５

市長コラム

№１

体育施設のご利用について

旧暦の雛祭り
盛岡の春

鉈屋町で逢いましょう

楽しみください。
【費用】通行手形500円（２日間有効）

盛岡町家旧暦の雛祭り会場
中の橋
至中

Ｎ 至
下の橋

会場内で車両の通行規制

至
盛岡駅

青龍水
★

大慈寺小
●

●

●

北

●

★

●

新たなトレーニング機器を導入したほか、
toto（スポーツ振興くじ）助成金を活用
してバスケットゴールなどの備品を増設
しました。年間を通して、コンサートや

【利用予約】貸し切り利用は同アリーナ
☎658-1212で電話受け付け。トレーニ
ング室利用は予約不要
【問】スポーツ推進課☎603-8006

●

至南大橋 神子田
国道４号 朝市

盛岡城跡公園の桜

盛岡さくらまつり
期間：４月15日

●

国道４５５号

車両通行規制
歩行者専用道路
●

盛岡誠桜高

●

○

郵便局

高松の池
●

○

至上堂

高松公園の車両通行規制場所

Ｎ

高松公園で車両の通行規制

至岩泉

●

市立図書館
市立図書館

上田公民館

国道4号

★バス停
★バス停
県交通バス上田線または盛岡駅上田線「高
松の池口」バス停から徒歩１分です。

期間中の土・日曜と祝日の10時〜16
時、高松公園の車道は車両の通行を規制
し、歩行者専用道路になります。
※開花状況や天候によっては、通行規制を実
施しないことがあります
★旧盛岡競馬場跡地駐車場
池まで徒歩約５分、利用無料。一般車両と観
光バス駐車ができます。
★高松公園駐車場
利用無料。観光バスは駐車できません。駐車
台数には限りがあります。
※観桜のための市立図書館への駐車はお控えく
ださい

県庁

中央通

石割桜
至
盛岡城跡公園

至
桜山神社

● 市役所

■駐車場はありませんので、車
でお越しの場合は、近隣の有
料駐車場をご利用ください
■盛岡地方裁判所と県庁内のト
イレの使用はお控えください

★

●

見物の際の注意

岩手銀行

●

花こう岩を割って咲く石割桜

6［広報もりおか 29.４.１］

巨大な花こう岩の割れ目から
突き出たエドヒガンザクラが、
見事な花を咲かせる、盛岡名物
「石割桜」―。樹齢は360年
を越えるといわれ、国の天然記
念物に指定されています。
【問】観光交流課☎613-8391

●

例年の見ごろ：４月中旬
場所：盛岡地方裁判所敷地内（内丸）

●

石割桜

県公会堂

※このほか「B&Gプール」の上屋の更新など
を平成29年の早い時期に行う予定です
※整備のための財源の一部にtoto（スポーツ
振興くじ）助成金を活用しています

盛岡の桜の開花情報を、市公式
ホームページで随時更新してい
ます。ぜひご覧ください！
【広報ＩＤ】1007957

その他の催しに使用
全灯
半灯

１時間当たり
全面
半面
150円
70円
310円 150円
50円
100円
730円
630円 310円
880円 440円

１日当たり
全面
半面
1150円 570円
2300円 1150円

5400円
4660円 2330円
6510円 3250円

１日当たり、その日の最高入場料
に200を掛けた額（５万2500円に
満たないときは５万2500円）
2000円 1000円
1000円 500円

花と緑のガーデン都市づくり

ハンギングバスケット作りを支援
は700個を超えるバスケットが盛岡のまちを彩ります。市は、
は7
は
「花と緑のガーデン都市づくり」の一環として、市民の皆さん
「花
「
のハ
の
ット作りを支援。どうぞご利用ください。
のハンギングバスケット作りを支援。どうぞご利用ください。
【問
【
☎639-9057
【問】公園みどり課☎639-9057

皆さんの
作品を紹介します
桜の開花情報は市公式
ホームページでチェック

区分
アマチュア 高校生以下
競技に使用 一般
個人での使用 高校生以下
（１人につき） 一般
その他の催しに使用
アマチュア 高校生以下
競技に使用 一般

表２ 整備が完了した施設
施設
整備内容
耐震化、バスケットゴールなどの
総合体育館
更新
陸上競技場 全面クレイ舗装、夜間照明の新設
バックネット・フェンスの更新、防
野球場
球ネット・屋外簡易トイレの新設
屋内相撲場 施設の建て替え

今
今年も４月中旬からバスケットの設置を始め、６月のチャ
か
グチャグ馬コやもりお花 ハンギングバスケットフェアの頃に
グチ
グ

地図 石割桜の場所
盛岡地方裁判所

新市建設計画に基づいて、渋民運動公
園の整備を表２のとおり行いました。ぜ
ひご利用ください。陸上競技場の利用料
金は表３のとおりです。その他の施設の
利用料金などは、お問い合わせください。
【問】・利用時間や料金について
渋民運動公園☎683-1636
・施設整備について
スポーツ推進課☎603-8006

表３ 陸上競技場の利用料金
主催者が入場 主催者が入場料
照明
料などを徴収 などを徴収する
利用
場合
しない場合

至松園

北日本銀行
盛岡三高

エコアス広場

●

地図

盛岡名物

17時〜21時
4450円
5700円
2250円
2900円
1500円
1900円
４万4500円
５万7000円
５万3400円
６万8400円
小・中学生
200円
1000円

渋民運動公園をご利用ください

場所：盛岡城跡公園（内丸）、高松公園（高松一）

※公共交通機関の利用
とごみの持ち帰りに
ご協力ください
※宴会・催しは、各会
場のぼんぼり点灯終
了時刻までとするよ
う、ご協力ください

13時〜17時
4100円
5350円
2050円
2700円
1400円
1800円
４万1000円
５万3500円
４万9200円
６万4200円
高校生
300円
1500円

盛岡市長

日差しが暖かく感じられるようになりました。盛
岡にもようやく春が来たことを実感します。市内に
は桜の見どころがたくさんあるので、私も開花を楽
しみにしています。
さて、この４月から、進学や就職などで新しい生
活がスタートする方も多いでしょう。特にも、自立
への第一歩を踏み出す新社会人の皆さんは、期待と
緊張が入り混じった思いでこの春を迎えていること
と思います。ぜひ、生きがいや目標を持って働いて
ほしいです。もちろん仕事ですから、楽しいことば
かりではありませんが、つらいこと、難しいことを
避けていても何も変わりません。聞くことを恥ずか
しがらず、チャレンジしていってほしい。失敗を恐
れず場数を踏むことで、仕事への不安は少なくなり、
応用力も付くものです。「難しいことから取り掛か
るぞ」くらいの気持ちで、たくさんのことを吸収し
ていってほしいと思います。

施設を整備した

〜５月５日

高松公園の桜

９時〜13時
3800円
5050円
1900円
2550円
1300円
1700円
３万8000円
５万 500円
４万5600円
６万 600円
一般
400円
2000円

もりおかの新社会人に期待

本号から、市長の活動報告やまちづくりへの思
いを毎月１日号でお知らせします

（開花状況により変更になる場合があります）

いよいよ桜の季節。祭り期間中は公園内にぼんぼ
りを設置するほか、盛岡城跡公園では桜のライトア
ップも行います。石垣とともに照らし出される夜桜や
「日本さくら名所100選」に選ばれている高松公園の
桜を、ぜひお楽しみください。ぼんぼりの点灯は盛岡
城跡公園が18時〜21時半、高松公園が18時〜21時
で、祭り期間中の桜の見ごろに合わせて行います。
【問】観光交流課☎613-8391【広報ＩＤ】1007958

表１ 盛岡タカヤアリーナの利用料金
区分（１時間当たり）
平日
全面
土・日曜、祝日
平日
半面
土・日曜、祝日
平日
３分の１面
土・日曜、祝日
集会・展示会・式典 平日
その他の催し
土・日曜、祝日
音楽・芸能・スポーツ 平日
などの興行
土・日曜、祝日
区分
トレーニング室の利用 １回
６回（回数券）

新たに追加

臨時駐車場

の道路
沿いなどでひ
な人形を展示

【広報ＩＤ】1018944

貸し切り利用

大慈寺地区
コミュニティ
消防センター

御蔵
（下町史料館）

【開館時間】９時〜21時
【休館日】毎月第３火曜、年末年始

■雛祭りステージ（４月８日㈯10時半〜）
和楽器の演奏会や日本舞踊の披露など
場所：もりおか町家物語館
■オープニングセレモニー（４月８日㈯13時〜）
着物パレードや音頭上げ、人力車記念撮影など
場所：もりおか町家物語館〜鉈屋町通り
■お囃子練り歩き（４月９日㈰10時半〜）
場所：鉈屋町通り

あさ開

ユニバース

川

【問】盛岡まち並み塾事務局（大慈清水御休
局（大 清水御休
み処）☎622-8989

施設として４月１日にリニューアルオー
プン。スポーツに適した床へ張り替え、

アマチュア
スポーツ

上

スポーツ大会などの開催に利用できます。
利用料金は表１のとおりです。

【観覧無料のイベント】

もりおか町家物語館

●

昨年10月から改修工事を行っていた
「盛岡タカヤアリーナ」が、通年フロア

守破離とは、師の教えを守って基礎を
つくり、徐々に自分の色を出し、最後
は自らの道を見つけていくという意味
で、私の座右の銘でもあります

利用
し
や
す
い
よう︑ た
新
に
３分の１面
利用を設け
まし
た︒ぜひご
利用くださ
い！

大慈清水御休み処
●
大慈清水

■県交通： 盛岡駅東口バス乗り場13番、14番
から矢巾営業所行きで南大通二丁目バス停下車
■雛祭りシャトルバス（無料）：ななっく前
から会場まで、10時〜15時45分、15分間隔で
運行

車両通行止め

●

惣門

明
治
橋

期間中、地図のとおり鉈屋町の一部道
路が通行止めになります。看板や係員な
どの指示に従ってください。規制区間は
歩行者専用道路になります。混雑するの
で、公共交通機関またはシャトルバスを
ご利用ください。

南大通二丁目
バス停

惣門と大慈寺地区コミュニティ消防センターの
受付で当日販売

そうもん

★が通行手形販売場所

地図

盛岡タカヤアリーナが
リニューアルオープン

運行や着物パレード、和楽器演奏会なども開
催。城下町の風情が残る懐かしの雰囲気をお

日時：４月８日 ・９日 、10時〜16時
場所：鉈屋町・大慈寺町かいわい、もりおか町家物語館、御蔵（下町史料館）

守・破・離

４月１日から

▼

盛岡町家

色とりどりのひな人形を、趣ある町家で楽
しむ「盛岡町家旧暦の雛祭り」―。今年も
鉈屋町の町家や店舗など約40軒で、つるし飾
りや創作びななどを展示するほか、人力車の

自宅や会社などに設置して
いるハンギングバスケットの
写真を市公式ホームページで
紹介します。応募方法など詳
しくは、公園みどり課へどうぞ。
【広報ＩＤ】1010438

支援１

支援３

設置を支援
商店街や町内会などが、
沿道にハンギングバスケ
ットを設置する場合、器
材を無料で貸し出すほか、
製作費や設置費などの
80％まで補助します。

支援２

講師を無料派遣
商店街や町内会などが、
ハンギングバスケットを
製作したり、製作講習会
を開催したりする場合、
フラワーバスケットアドバ
イザーを無料派遣します。

製作講習会
ハンギングバスケッ
トの知識を学び、自分で
製作できるようになりた
い人のために、４月から
10月まで、公民館など
を会場に「ハンギング
バスケット製作講習会」
を開催します。詳しくは、
広報もりおかや市公式
ホームページで随時お知
らせします。
製作講習会の様子

［広報もりおか 29.４.１］7

ミスさんさ踊り・ミス太鼓・ミス横笛
・うたっこ娘を募集
盛岡さんさ踊り実行委員会は、８月１日㈫〜４日㈮に開催する盛岡さんさ踊りを華やかに
彩り、さまざまな活動を通じて盛岡さんさ踊りと盛岡の観光を全国にＰＲする「ミスさんさ
踊り」を５人募集します。また、ミスさんさ踊りと活動を共
にする、ミス太鼓50人とミス横笛10人、うたっこ娘数人を募

募集
などを募募募募募募募募募募募募募募募募募

ミスさんさ踊り

盛岡の夏を
さんさで熱く
盛り上げる

集します。盛岡さんさ踊りは今年で40回目を迎えます。盛岡
の夏を、例年以上に熱く盛り上げましょう！
【問】同実行委員会☎624-5880

▼

▼

対象など
ミスさんさ踊り
【対象】①市内または近隣市町在住②さんさ踊り
が大好きで明るく健康③４月１日現在18歳〜26
歳の独身女性（高校生を除く）④５月下旬〜７月
下旬の練習会と８月１日〜４日の祭り当日に参加
できる⑤１年間を通して関連行事に参加できる
―の全てに該当する人
【賞品】賞金と副賞多数
【広報ＩＤ】1007942

ミス太鼓・ミス横笛・うたっこ娘
【対象】①市内または近隣市町在住②さんさ踊り
の太鼓や笛、唄の基本をマスターしている③４
月１日現在17歳〜26歳の独身女性（高校２年以
上）④６月〜７月の練習会と８月１日〜４日の祭
り当日に参加できる⑤太鼓または笛を用意できる
⑥１年間を通して関連行事に参加できる―の全
てに該当する人
【広報ＩＤ】1007941

子ども科学館は

アイデアの宝箱

盛岡商工会議所や市役所別館７階の観光交流課な
どに備え付けの応募用紙に必要事項を記入し、顔
がはっきりと写っている上半身のカラー写真１枚
（Ｌ判以上で３カ月以内に撮ったもの）を添え
て、〠020-8507清水町14-12、盛岡商工会議所

内「盛岡さんさ踊り実行委員会事務局」へ。応募
用紙は、盛岡さんさ踊りの公式ホームページから
もダウンロードできます。ミスさんさ踊りは５月
９日㈫17時必着。ミス太鼓・ミス横笛・うたっ
こ娘は５月24日㈬17時必着

ちびっこさんさを募集

ひらめきと驚きが盛りだくさん！

科学技術週間イベント

子ども科学館まつり

■特別展示

期間：５月３日㈬〜５日㈮、９時〜16時半

【日時】４月15日㈯〜23日㈰
９時〜16時半
【内容】28年度市少年少女発明クラブのアイデア作品や県発明
協会盛岡工業クラブ会員企業の特許製品・技術を展示
【費用】無料

■プラネタリウム

往復はがきに住所と名前・フリガナ、年齢、性別、
学校名・学年、保護者の名前、電話番号・ファク
ス番号、「太鼓・踊り・笛」の別、太鼓の場合は
新庄町
太鼓の有無を記入し、〠020-0806新庄町１-１、

㈱丸久商店内「盛岡ちびっこさんさ運営委員会」
へ。はがき１枚に付き１人まで。５月13日㈯必
着。定員を超えた場合は抽選
【広報ＩＤ】1018881

乗り手を募集
乗

チャグチャグ馬コ保存会は、６月10日㈯に開催するチャグチ
ャグ馬コの乗り手を６人募集します。
【対象】４月29日㈯と５月下旬ごろに開催する２回程度の練習
会に参加でき、開催日当日保護者が同伴できる小学１〜３年生
【費用】6000円
【問】観光交流課☎613-8391【広報ＩＤ】1007967
※乗り手と同伴者の衣装は同保存会で用意しますが、草履と足袋などは各自で用
意してください

はがきに住所と名前・フリガナ、年齢、性別、
学校名・学年、保護者の名前、電話番号を記
入し、〠020-8530（住所不要）市役所観光
交流課内、チャグチャグ馬コ保存会事務局へ。
４月18日㈫必着。応募多数の場合は抽選
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日時：４月20日

〜６月18日 、９時〜17時※最終入場は16時半まで

場所：中央公民館（愛宕町）
市が所蔵する陶器や磁器などを次の３部門に分けて展示します。
・盛岡藩主南部氏に伝わる陶磁器のコレクション
・盛岡城下の窯で作られた陶磁器
・盛岡の庶民が使用した陶磁器
【費用】無料。当日会場へどうぞ
【問】同館☎654-5366
【広報ＩＤ】1018884
盛岡に伝わる数々の
逸品をご覧ください

申し込み

コレクション

【時間】９時〜16時に随時受け
付け。所要時間15分程度
は へん

ポケットモンスター ＸＹ 宇宙の破片

■アイディア教室
【日時】４月16日㈰10時〜12時
【内容】㈱佐原の田中義之さんによるアイデアと特許についての
よしゆき

■カミナリ実験
■カミナリ実
実験
こういち

岩手大の高木浩一先生による「カミナリ実験」を開催します。い
ずれも展示室入場料が必要です。
☆体験コーナー
【日時】４月23日㈰、10時〜10時50分・13時半〜14時20分
【内容】雷にまつわる実験を体験
☆サイエンスショー
【日時】４月23日㈰、10時50分〜11時20分・12時50分〜13時20分
【内容】雷発生のメカニズムを
雷の仕組
みが
知ることができる実験ショー
わ
かるかも

！

10時半〜・14時半〜
②星空の時間
今夜の星空とブラックホール
11時半〜・15時半〜
③子どもの時間
こかぼうとあそぼう！〜どうぶ
つえんにいきたーいの巻〜
13時半〜
【定員】各回160人
【費用】４歳〜中学生100円、高校
生以上300円※各回のチケットを９
時から１階受付で販売

■工作コーナー
【時間】９時〜16時に随時受け付
け。所要時間15分程度
※材料が無くなり次第終了

その他の４月の各種イベント
ト
イベント名
内容
スーパーボールが
スーパーボール
弾む力を利用した
ロケット
ロケットを作る
空気砲を使ってい
くうき砲
ろいろな実験を楽
しむ

の
市民農園

もりおかやきもの
も
もり

■実験コーナー

【イベント名・内容・時間】
①映像の時間

集

利用者募

日時
毎週日曜・祝日
①10時半〜12時
②14時〜15時半
毎週日曜・祝日
※４/23を除く
13時〜13時20分

定員
費用
100円
各30人 ※展示室入場
料が必要
無料
なし
※展示室入場
料が必要

【内容】不思議な感触のスライム
作り
【費用】50円

■中庭コーナー
【時間】９時〜16時に随時
【場所・内容】科学館の中庭で水
鉄砲を使い、的当てをして遊ぶ
※強風時は中止

【費用】無料

■サイエンスショー

「くうき砲」
【時間】10時40分〜・11時40
分〜・13時40分〜・14時40分〜
（各15分程度）
【内容】いろいろな空気砲を使っ
て空気の弾の形の違いなどを観察
できる実験ショー
【費用】無料。展示室入場料が必要

は
この春

野菜を育ててみませんか？
？

29 年度の市民農園の利用者を募集します。市民農園とは、
農地を持たない人でも、自家用野菜や花などを育てること
ができる農園で、各園主が表のとおり開設しています。自
然と触れ合い、作物を育てて収穫する喜びを体験しませんか。
【利用期間】４月 28 日㈮〜 11 月下旬
【利用料】いずれも１区画 5000 円（年額）
【申し込み】はがきに住所と名前、年齢、電話番号、希望
区画数を記入し、各申込先へ。４月 21 日㈮必着。申し込
み多数の場合は抽選。当選者へ各園主から連絡します
【問】農政課☎ 626-7540
【広報ＩＤ】1008209
子どもたちも市民
農園で野菜の栽
培・収穫の楽しさ
を体験

【内容・費用】ものづくりをしなが
ら科学を体験。ビー玉万華鏡（300
円）やペットボトル空気砲（150
円）を作る

※材料が無くなり次第終了

空気砲の実験に子どもたち
の目がくぎ付け

申し込み

チャグチャグ馬コの

※５月５日は中学生以下の展示室入場料が無料

工作コーナーで作り
ながら科学を体験

盛岡ちびっこさんさ運営委員会は、ちびっこさんさ集団としてパレードやパレード終了後
の花車を盛り上げるちびっこさんさを募集します。小学生を対象に盛岡さんさ踊りの太鼓120
人と踊り手65人、横笛数人を募集します。踊り手は４・５歳児も参加できます。太鼓は主催
者が100個準備しますが、自分で用意できる人歓迎。横笛は各自で用意してください。
【費用】参加料6000円と浴衣などの購入費１万2000円程度
【練習】６月上旬〜７月下旬の毎週火・金曜、18時半〜20時
会場は城南小（若園町）
【問】まるせい呉服店内、同運営委員会事務局☎629-9287

子ども科学館（本宮字蛇屋敷）で、工
作や実験などの体験ができるイベントを
開催しています。身近な物を使って科学
を体験できる子ども科学館は新しいア
イデアの宝庫！ ぜひお越しください。
【問】同館☎634-1171

発明の日（４月18日）を含む１週間は「科学技術週間」

講座
【費用】無料。当日会場へどうぞ

申し込み

科学の楽し
さを
体験してみ
よう！

第40回
盛岡さんさ踊り
踊り

表 市民農園の所在地や区画数など（詳しくは市公式ホームページに掲載）
掲載）
載）
名称・所在地
区画数 １区画の面積
申込先（園主）
南仙北第一ファミリー農園
〠020-0861仙北一丁目14-12
48区画
（南仙北二丁目６）
佐々木勝弥さん
南仙北第二ファミリー農園
〠020-0863南仙北三丁目２-39
24区画
（南仙北二丁目10）
佐藤成男さん
川目ファミリー農園
〠020-0812川目４-68
56区画
（川目４）
吉田俊和さん
津志田ファミリー農園
〠020-0835津志田26-７-１
65区画
30平方㍍
（津志田27-38）
吉田勇夫さん
〠020-0111黒石野一丁目８-５
黒石野ファミリー農園
54区画
（黒石野三丁目６）
下田淳さん
庄ヶ畑ファミリー農園
〠020-0001上米内庄ヶ畑５
24区画
（上米内字庄ヶ畑117）
帷子康雄さん
宇登坂ファミリー農園
〠020-0112東緑が丘23-16
32区画
（上田字宇登坂長根27）
熊谷久紀さん
太田ふれあい農園
〠020-0052中太田深持９
30区画
33平方㍍
（中太田深持11、12）
太田地区活動センター
黒川みどりの貸し農園
〠020-0402黒川５-21
20区画
36平方㍍
（黒川７）
峰崎友子さん
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犬を飼っていない人にも知ってほしい

狂犬病の危険を
寄せ付けないために
世界中で恐れられる感染症

「狂犬病」。国内での発生がなくなって約60
年が経過し、その恐ろしさも忘れられつつありま
す。しかし、アジアやアフリカでは現在も流行し、

必ず受けましょう

狂犬病予防注射

問い合わせ
衛生課
市保健所生活
☎603-8311

のため、犬にワクチンを打って感染を防
げば、人への感染が予防できます。日本
がこれまで、狂犬病の危険を寄せ付けず
にいられたのは、飼い犬の登録と予防接
種がしっかりと行われてきた結果です。

犬の飼い主の義務

非発生国・地域
発生国

①飼い犬を登録する

に
ずに
はがきを忘れ
！
持ってきてね

なお、これらに違反すると、20万円
以下の罰金に処せられる場合があります。

予防接種は、
愛犬のためだけではない
狂犬病予防接種は、愛犬の感染を防ぐ
だけでなく、日本での狂犬病の発生を防
ぎ、家族や地域の人の命を守ることにつ
ながります。
毎年、春（４〜６月）には必ず注射を
受けさせましょう。

に病気が侵入しても、感染が広がることはありません。人も犬
も安心して暮らせるように、年１回必ず予防注射を受けさせま
しょう。
狂犬病予防注射は表１の動物病院か表２の集合注射会場で受
けられます。費用は3100円。市が３月末に送るはがきを持参
の上、注射を受けてください。な
動物病院
でも登録
お、鑑札と注射済票を着けておら
や住所変
更・鑑札
再交付の
届け出が
ず、はがきも持参しない場合は、
できるよ
！
注射を受けられないことがありま
すのでご注意ください。

電話番号
661-0500
661-1122
641-2099
645-0688
641-2372
647-6322
623-2656
623-1838
626-1417
653-1861
624-5368
635-0600
601-6644
654-8866
621-1255
638-1299
639-3330
618-6981
638-5556
614-2323
682-0955
613-8033
698-2221
697-6652
688-9926
687-1514
681-8100
601-4255
684-1233
686-2223

所在地

会場

時間

４月10日㈪
下ノ橋町
仙北二
西仙北一
仙北二
南仙北二
向中野字幅
向中野字道明
向中野二
本宮四

新渡戸緑地
虚空蔵堂境内
青物町公民館
仙北地区活動センター
小鷹公民館
鶴子公民館
道明公民館
向中野公民館
本宮第一町内会自治公民館

９：00〜９：20
９：30〜９：40
９：50〜10：00
10：15〜10：25
10：35〜10：55
11：05〜11：15
11：25〜11：35
13：00〜13：20
13：30〜13：50

４月11日㈫
前潟四
繫字尾入野
繫字舘市
繫字北久保
猪去外久保
上太田細工

土淵地区活動センター
尾入公民館
旧盛岡西消防署繫出張所
北ノ浦公民館
猪去振興センター
けやき荘

９：20〜９：50
10：15〜10：25
10：35〜10：45
10：55〜11：05
11：20〜11：40
13：10〜13：40

４月13日㈭
中太田深持 太田地区活動センター
中太田屋敷田 東北公営企業駐車場
中太田新田 太田松原児童公園前
太田地区第二コミュニティ
下太田田端
消防センター
本宮字鬼柳 大宮町内会公民館
本宮字上越場 越場公民館
下飯岡２
内村公民館
下鹿妻字下通 下鹿妻公民館
北飯岡二
河北公民館

９：00〜９：40
９：50〜10：00
10：10〜10：25
10：35〜10：45
11：00〜11：15
11：25〜11：35
13：00〜13：10
13：20〜13：30
13：40〜13：50

４月17日㈪
上鹿妻天沼
上飯岡22
上飯岡15
羽場１
上飯岡２
羽場14
羽場12
下飯岡８

上鹿妻公民館
前野公民館
上飯岡公民館
上羽場公民館
油田公民館
中羽場公民館
下羽場公民館
飯岡農業構造改善センター
（飯岡出張所隣）

９：10〜９：20
９：30〜９：50
10：00〜10：15
10：25〜10：40
10：50〜11：00
11：10〜11：25
13：00〜13：10
13：20〜13：40

４月18日㈫
夕顔瀬町
境田町
中屋敷町
北天昌寺町
大館町
中堤町
大新町
前九年二

橋市道場前
境田町公民館
中屋敷町公民館
西厨川老人福祉センター
大館町公民館
中堤町公民館
大新町公民館
前九年公民館

９：00〜９：15
９：25〜９：40
９：50〜10：05
10：15〜10：30
10：45〜11：00
11：10〜11：25
13：00〜13：15
13：25〜13：40

大ケ生11
乙部20
乙部17
乙部29
乙部31
乙部６
門一

上大ケ生公民館
下大ケ生公民館
藤原商店前駐車場
石倉公民館
寺ノ下公民館
乙部地区公民館
門公民館

９：30〜９：55
10：05〜10：20
10：35〜10：45
10：55〜11：10
11：20〜11：30
13：00〜13：20
13：35〜13：50

４月22日㈯
上堂一
本宮五
湯沢東一
津志田14

マッハランド駐車場
盛岡タカヤアリーナ駐車場
Ａコープ湯沢店
都南地区保健センター

９：00〜９：30
10：00〜10：25
10：55〜11：25
11：55〜12：10

４月24日㈪
津志田27
三本柳５
三本柳12
東見前４
西見前13
西見前17
津志田中央二

津志田16区東公民館
吉田芳彦さん宅
ＪＡいわて中央見前支所集荷場
見前町公民館
世代交流センター
上通公民館
見前地区公民館
ビッグハウス川久保店
津志田町一
（岩鋳側駐車場）

９：10〜９：20
9：30〜9：40
９：55〜10：15
10：25〜10：35
10：45〜11：00
11：10〜11：20
13：00〜13：15
13：25〜13：45

４月25日㈫
手代森９
手代森13
手代森14
手代森20
手代森19
黒川７
黒川22
黒川11

新山公民館
沢目公民館
手代森ニュータウン公民館
下通公民館
大沢公民館
峰崎公民館
たもり乙部店
黒川公民館

９：10〜９：20
9：30〜9：40
９：50〜10：10
10：20〜10：30
10：45〜10：55
11：10〜11：20
13：00〜13：25
13：35〜13：50

５月８日㈪
名須川町
材木町
高松一
北山二
三ツ割四
山岸六

仁王児童センター
９：10〜９：35
材木町児童公園
９：45〜10：00
高松の池口広場（高松公園）10：15〜10：40
10：50〜11：00
北山公民館
三ツ割住民センター
11：10〜11：20
三ツ割公民館
13：00〜13：15
名乗公民館
13：30〜13：40

５月９日㈫
緑が丘三
黒石野二
西松園二
小鳥沢一
北松園四
桜台二

緑が丘児童センター
緑が丘地区活動センター
松園地区活動センター
こまどり児童公園
北松園小学校東出逢の広場
桜台自治会館

９：00〜９：15
９：30〜９：45
10：00〜10：15
10：30〜10：50
11：05〜11：25
13：00〜13：40

５月11日㈭
砂子沢７
砂子沢６

原沢バス転回所
元小笠原商店前

根田茂５
簗川２
川目２
川目４
川目３
川目５
川目12

根田茂地区コミュニティ消
防センター
飛鳥停留所
大平カルさん宅
川目上地域学習センター
吉田浩二さん宅
佐々木喜代治さん宅
県北バス回転場
たたら山公民館

▲飼い犬を登録すると鑑札が、
注射をすると注射済票が交付
されます

５月23日㈫
10：00〜10：10
10：35〜10：45
11：05〜11：15
11：20〜11：30
11：35〜11：45
11：50〜12：00
13：30〜13：40
13：55〜14：05

５月15日㈪
浅岸字赤重
上米内字畑
上米内字中居
上米内字赤坂
上米内字道の下
山岸字外山岸
山岸字大平
下米内一
浅岸一
つつじが丘

矢沢口
矢羽々忠一郎さん宅
上米内地区振興センター
平商会駐車場
庄ヶ畑地区振興センター
元根子商店前
門脇光子さん宅
山岸老人福祉センター
浅岸地区コミュニティ消防
センター
東北銀行つつじが丘出張所跡地

９：10〜９：20
９：30〜９：35
９：45〜９：55
10：10〜10：20
10：30〜10：40
10：50〜10：55
11：10〜11：20
11：45〜11：55
13：20〜13：30
13：40〜13：50

５月16日㈫
大慈寺町
中野二
東中野字片岡
川目町
川目９
東中野字見石
東安庭字小森
新庄町

かわてつ園前
９：05〜９：20
中野公民館
９：35〜９：50
沢田公民館
10：00〜10：15
子供の広場
10：30〜10：40
宇津野公民館
10：50〜11：00
見石公民館（旧なかの保育園） 11：15〜11：25
中野地区活動センター
11：30〜11：45
新庄観音会館
13：15〜13：30

５月19日㈮
日戸字鷹高
日戸字古屋敷
玉山字山谷
玉山字大二子
玉山字城内
玉山字宮前
門前寺字
門前寺
渋民字山屋
玉山馬場字前田
玉山馬場字
芦名沢
玉山馬場字
状小屋
芋田字上武道

玉山地区健康増進施設
日戸地区コミュニティセンター
山谷川目地区コミュニティセンター
城内４区集会所 すずらん
城内地区コミュニティセンター
白沢地区コミュニティセンター
門前寺地区コミュニティセ
ンター
沢目多目的集会センター
前澤芳勝さん宅
前田地区コミュニティセン
ター
馬場状小屋地区コミュニテ
ィセンター
竹田正浩さん宅

９：00〜９：10
９：20〜９：30
９：35〜９：40
９：45〜９：55
10：00〜10：10
10：15〜10：25
10：35〜10：40
10：50〜11：00
11：10〜11：20
11：25〜11：35

寺林字平森

巻堀字上桑畑
玉山馬場字
葛巻
永井字百目木
永井字永井沢
松内字松内
好摩字野中

桑畑集会所

９：50〜10：00

姫神地区振興センター

10：15〜10：20

永井野菜集荷場前
永井地区コミュニティセンター
松内コミュニティセンター
好摩地区公民館
芋田向２地区コミュニティ
好摩字夏間木
センター
好摩字上山 好摩東地区コミュニティセンター

10：40〜10：50
10：55〜11：05
11：15〜11：20
11：25〜11：35
11：40〜11：50
11：55〜12：05

５月25日㈭
勤労者研修センター
（啄木記念館前）
渋民字小前田 渋民地区コミュニティセンター
下田川崎地区コミュニティ
下田字上下田
センター
下田字頭無 山田地区コミュニティセンター
下田字古河川原 生出野公民館
尻志田公民館
下田字生出
生出３地区コミュニティセンター
下田字仲平 農民研修センター
柴沢地区農事集会所
下田字柴沢
松島公民館
下田字陣場 舟田２地区コミュニティセンター
下田字牡丹野 舟田地区介護予防センター
渋民字渋民

９：00〜９：10
９：15〜９：20
９：25〜９：35
９：40〜９：50
９：55〜10：00
10：05〜10：15
10：20〜10：30
10：35〜10：45
10：55〜11：05
11：10〜11：15
11：25〜11：35
11：40〜11：45

５月26日㈮
町村活性化センター
千葉浩志さん宅
岡本商店
薮川地区公民館
薮川字外山
畜産研究所外山畜産研究室前
上米内字小浜 田鎖長一さん宅
釘の平地区コミュニティ消防
川又字中舘
センター
川又字赤坂 川又地区コミュニティセンター
薮川字町村
薮川字橋場

９：45〜９：55
10：10〜10：20
10：35〜10：45
11：00〜11：10
11：20〜11：30
12：50〜13：00
13：15〜13：30
13：40〜13：50

５月29日㈪
青山三
月が丘二
みたけ三
厨川二
高松四
上堂三
館向町

青山三丁目公民館
月が丘児童センター
城北集会所
北厨川住宅集会所
高松四丁目公民館
上堂第二公民館
館向町公民館

９：10〜９：25
９：35〜９：50
10：00〜10：20
10：30〜10：45
10：55〜11：10
11：30〜11：40
13：10〜13：20

５月30日㈫
11：45〜11：50
12：00〜12：05

５月23日㈫
巻堀字巻堀

９：20〜９：30
９：40〜９：50

散歩のときなどに、予防注射をしたの
か分からない犬が近付いてきたら、心配
になる人も多いのではないでしょうか。
鑑札・注射済票の装着は、「適切に登
録・注射をした飼い犬」ということの証
明です。犬を飼っている人にとっても飼
っていない人にとっても、安全・安心の
目印となる鑑札・注射済票を必ず着けま
しょう。

る
見かけ
いつも
い
には着
あの子
な〜
か
る
てい

５月11日㈭

４月20日㈭

表２ 集合注射会場と日程

鑑札・注射済票は
安全・安心の目印！

②年１回狂犬病予防注射を受けさせる
③飼い犬に鑑札と注射済票を着ける

日本から狂犬病を撲滅するために定め
られた「狂犬病予防法」により、犬の飼
い主には、次の３つが義務付けられてい
ます。

い主には、狂犬病の予防接種が法律で義務付けられてい

住所
西松園四丁目20-２
上田堤一丁目５-13
みたけ四丁目８-55
みたけ六丁目３-３
月が丘三丁目31-５
西青山二丁目29-59
山岸二丁目12-12
加賀野三丁目17-３
上田一丁目３-42
長田町10-30
南大通三丁目７-５
本宮三丁目14-15
北飯岡二丁目３-４-38
中野一丁目29-12
東安庭二丁目２-７
津志田町三丁目１-13
津志田中央三丁目12-20
永井20-２
永井25-１
東見前８-20-５
好摩字上山18-20
矢巾町大字高田15-46-1
矢巾町西徳田5-20
矢巾町南矢幅16-30-14
滝沢市後278-10
滝沢市湯舟沢329-226
滝沢市葉の木沢山497-15
滝沢市室小路468
滝沢市鵜飼狐洞６-１
滝沢市大釜大清水260-３

物が感染を広げた例も報告されています。
しかし、人への感染の99％は「犬」に
よるかみつきや引っかきが原因です。そ

世界の大部分
で
発生していま
す！

図 平成26年現在の発生国の分布

飼 ます。全ての犬が適切に予防注射を受けていれば、国内

表１ 動物病院の一覧
病院名
松園動物病院
緑が丘動物病院
ちば動物病院
らいおん動物病院
川原動物医院
金子動物病院
ペット往診センター
加賀野どうぶつ病院
ひがしペットクリニック
ムカイダ動物病院
その動物病院
あすか動物病院
盛岡グリーン動物病院
横井動物病院
南大橋動物病院
盛岡どうぶつ病院
吉田動物病院
ワンニャンPointクリニック
大志田動物医院
たんぽぽ動物病院
かわむら動物医院
やはばわんにゃんクリニック
みゅう動物病院
小川動物病院
さくま動物病院
カワワアニマルクリニック
すご動物病院
いわね動物病院
むとう動物クリニック
安田動物医院

狂犬病は全てのほ乳類に感染し、コウ
モリやキツネ、アライグマなどの野生動

きましょう。

狂犬病は「狂犬病ウイルス」を持っている動物にかまれたり、引っかかれ
たりしてできた傷口からの感染によって起こり、発病した人や動物はほぼ
100％死亡する恐ろしい病気です。図のとおり全世界で流行しており、国内
発生がないのは日本を含む７つの国・地域のみです。
しかし国際交流が盛んな現代では、いつ外国から病気が持ち込まれても不
思議ではありません。近年、日本と同じように長年発生がなかった国への狂
犬病侵入が相次いでおり、すぐ隣の台湾でも50年以上ぶりに、野生動物に
かまれた犬が発病しました。日本でも平成18年に、海外で犬に咬まれた人
が帰国してから発病し、36年ぶりに狂犬病による死者が出ています。

実施期間
４〜６月

狂犬病の侵入を防ぐためには

毎年５万人もの人が命を落としています。再び日
本で狂犬病が広がることのないよう、犬を飼って
いる人もいない人も狂犬病の予防方法を知ってお

巻堀地区コミュニティセンター ９：00〜９：10
寺林地区転作研修センター ９：15〜９：20
大平公民館
９：30〜９：40

住吉町
茶畑二
津志田西二
永井19
湯沢６
湯沢東一
永井10

住吉神社境内
大慈寺児童センター
野田公民館
下永井公民館
上湯沢公民館
湯沢中央公園グランド入口
上永井公民館

９：00〜９：20
９：30〜９：40
９：55〜10：10
10：20〜10：35
10：55〜11：10
11：20〜11：30
13：00〜13：15

※集合注射会場と日程は11ページに続きます
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永井１地割（西バイパス南口交差点）までの区間を
国道46号とし、国土交通省が管理します。
【問】
国道：国土交通省盛岡西国道維持出張所
☎687-5888
県道：盛岡広域振興局土木部管理課☎629-6656
市道：市道路管理課☎613-8543
緊急：道路緊急ダイヤル☎#9910
【広報ＩＤ】1018847

盛岡ＩＣ

東北本線 岩
手飯岡駅

■都南中央第三地区

←至盛岡南ＩＣ

至国道４号→
Ｎ

①

②

駅前広場

Ｎ

■道明地区

③
④
⑤

46

Ｎ

農免道

国道 号

ホーマック
スーパーデポ盛南店

⑥

人間ドック費用を助成

受診までの流れ

国民健康保険（国保）と後期高齢者医療制度に加入している人が表の指定検
査機関で人間ドックを受ける場合、費用の一部を助成します。ただし、同じ年
度内に国保特定健診や後期高齢者健診、がん検診を受診した人は助成を受けら
れません。【問】健康保険課☎626-7527【広報ＩＤ】1003571
【期間】通年（３月31日は１日コースのみ）
【助成額】１日コース、１泊２日コースとも２万円。乳がんまたは子宮がんの
検査を受診する場合は２万4000円
自分の健康を
❶表の指定検査機関へ日時を予約
❷受診日の１週間前までに健康保険課か都南総合支所税務福祉係、 チェックしよう！
玉山総合事務所健康福祉課、各支所へ被保険者証を持参し申し
込み、受診券を受け取る。※健康保険課以外で申し込んだ後期
高齢者医療制度加入者には郵送します
❸受診当日、受診券と被保険者証、自己負担金、必要書類を持参する
広

告
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市民参加型舞台で震災を描く

106
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至宮古
396
４

盛岡南ＩＣ

至遠野

上米内湯沢線
（県道３６号）
西バイパス 県道から国道46号に変わる 盛岡南ＩＣ
入口交差点
南口交差点
区間

表１ 価格と面積など
価格
面積

申込書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】1008694
建ぺい率

容積率

用途地域

たくさんの観客で埋まった盛岡劇場メインホ
ール。３公演で延べ1189人が来場しました

市民が役者やスタッフとして参加する「劇団モリオカ市
民」公演。その第６回公演「あの年の盛岡2011」（同公
演実行委員会など主催）が３月４日・５日の両日、松尾町
の盛岡劇場で上演されました。2013年に明治の三陸大津
波、15年に昭和の大津波を取り上げた「あの年の盛岡」
３部作の最終作は東日本大震災がテーマ。盛岡芸妓見習い
や、盛岡への赴任を控えた宮古市の小学校講師、老舗そば
ば
屋など複数の視点から「あの時」が同時並行で描かれ、未
来へと歩み出そうとするストーリー。それぞれの思いが詰
まった熱演に、大勢の観客は大きな拍手を送りました。

近隣商業地域
（県道不動盛岡線東端
80％
200％
224.27
① 1228万9996円
から30ｍを超える区
平方㍍ （60％）（200％）
域は第一種中高層住居
専用地域）
② 1062万 270円

キャラホール

ジョイス

紡ぐそれぞれの３.11

盛岡駅

179.70
60％
200％
第一種住居地域
平方㍍
※①は敷地内に電柱及び支線なし（ただし，今後設置される可能性あり）。
②は敷地内に電柱及び支線なし。

都南図書館

←至盛岡駅
スポーツデポ

４
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至秋田

都南中央第三地区と道明地区の保留地売却
市は、都南中央第三地区と道明地区の保留地を売
却します。価格などは表１、２のとおりです。購入
希望者は都南分庁舎１階の盛岡南整備課に備え付け
の申込書に記入し、必要書類を添えて同課へ提出し
てください。また、説明会を開催しますので、参加
希望者は当日会場へお越しください。
【申込期間】４月10日㈪〜21日㈮（土・日曜を除
く）、８時半〜17時。郵送の場合は４月21日㈮
必着
※申し込みが複数のときは、都南分庁舎３階研修
室にて抽選（５月８日㈪を予定）
※契約時には価格の10％以上の契約保証金が必要
【説明会】
・都南中央第三地区 ４月７日㈮９時〜
・道明地区
４月７日㈮10時半〜
いずれも都南分庁舎４階 大会議室北にて
【問】同課☎639-9032

ＮＨＫ前交差点

す。また、県が管理していた主要地方道上米内湯沢
線の津志田15地割（盛岡南ＩＣ入口交差点）から

岩手県
館坂交差点内
盛岡市
盛岡市
市道
市道
上田四丁目
上田四丁目
稲荷町１号線
稲荷町２号線
館坂交差点

岩手県
主要地方道
盛岡横手線
（県道１号）

動車道
東北自

ます。事業活動をＰＲする媒体として、環境にや
さしい電気自動車をぜひご活用ください。詳しく
は、市公式ホームページと市環境部ウェブサイト
「ecoもりおか」に４月１日から掲載します。
【募集期間】４月３日㈪〜来年２月15日㈭
【掲載期間】５月１日㈪〜来年３月31日㈯
（掲載は１カ月単位）
【問】環境企画課☎626-3754
【広報ＩＤ】1010276

国道46号の上田三丁目（ＮＨＫ前交差点）から
上厨川字前潟（西バイパス北口交差点）までの区間
を４月１日から県道・市道として県と市が管理しま

国道46号から県道・市道に変わる区間

稲荷町交差点

市は、地球温暖化対策事業の財源確保の一環と
して、公用電気自動車２台への掲載広告を募集し

道路の管轄を変更

西バイパス北口交差点

公用電気自動車への
掲載広告大募集！

【広報ＩＤ】1008696
表２ 価格と面積など
価格
面積
建ぺい率 容積率
用途地域
その他
200.37
第二種中高層
③ 1350万4938円
平方㍍
住居専用地域
356.32
第一種住居
④ 2522万7456円
平方㍍
地域
準防火
60％
200％
184.47
第二種中高層 地域
⑤ 1267万3089円
平方㍍
住居専用地域
150.33
第二種中高層
⑥ 1019万2374円
平方㍍
住居専用地域
※③は敷地内に電柱及び支線あり。④は敷地内に電柱あり。
⑤及び⑥は敷地内に電柱及び支線なし（ただし、今後設置される可能性あり）。

表 指定検査機関
検査機関名（所在地）
電話番号 １日
１泊２日
盛岡市立病院（本宮五）
635-0101 ○
○
盛岡南病院（津志田13）
638-2020 ○
○
盛岡つなぎ温泉病院（繫字尾入野）
689-2101 ○
○
八角病院（好摩字夏間木）
682-0201 ○
○
県立中央病院（上田一）
653-1151 ○
○
盛岡赤十字病院（三本柳６）
637-3111 ○ 国保○後期×
盛岡友愛病院（永井12）
638-2222 ○
×
川久保病院（津志田26）
635-1305 ○
×
遠山病院（下ノ橋町）
651-2111 ○
×
松園第二病院（西松園三）
662-0100 ○
×
ＪＡ岩手県厚生連人間ドックセンター（永井14） 637-1910 ○
×
県予防医学協会（北飯岡四）
638-7185 ○
×
いわて健康管理センター（西仙北一）
635-8850 ○
×
岩手医科大学付属病院（内丸）
651-5111 × 国保○後期×
※検査料金や検査項目など詳しくは、各検査機関へお問い合わせください

市民伝言板
市民サークルの会員募集や催事情報など
を紹介するコーナー「市民伝言板」は本
号をもって終了します。
なお、場所などは掲載時点での予定です。

●いわて山楽会10周年記念作品展
日時 ４月１日㈯〜４日㈫、９時〜17時
※１日は13時から、４日は16時まで
場所 プラザおでって（中ノ橋 通一）
費用 無料 内容 野山の花の写真などの
展示 問 松尾さん☎622-4877
●「お手てでお話の会」体験教室
日時 ４月14日㈮10時〜 場所 キャラホ
ール（永井24） 内容 歌や手遊びなど
でベビーサインを学ぶ 対象 生後６カ月
〜１歳半の子と保護者 定員 先着６組
費用 500円 申し込み 日本ベビーサイン
協会のホームページをご覧ください 問
鈴木さん☎090-5356-9120
●勇気づける子育てのワークショップ
日時 ４月16日㈰13時半〜16時 場所 ア
イーナ（盛岡駅西通一） 内容 子ども
の話の聞き方など 定員 12人 費用 300
円 問 樋沢さん☎090-2024-6766
●大人のための日本舞踊体験会
日時 ４月17日㈪13時〜15時 場所 杜陵老
人福祉センター（南大通一）費用 無料
問 菅原さん☎090-8617-5022
といさわ

広

●市民フォークダンスの集い
日時 ５月３日㈬10時〜15時 場所 都南
体育館（津志田14） 対象 小学生以上
費用 無料 問 吉田さん☎638-0229
●パークゴルフ初心者講習会
日時 ５月29日・６月26日・７月24日、
月曜、９時〜12時 場所 盛岡リバーサイ
ドコース（都南大橋たもと） 費用 各
日500円 問 北山さん☎638-3934
●初級登山教室
日時 ６月６日㈫・８日㈭・11 日㈰・
13 日㈫・18 日㈰、全５回。初回は
18 時半〜 20 時半。２回目以降は初
回にお知らせ 場所・内容 初回はアイー
ナ（盛岡駅西通一）で基本講習。そ
の後は鞍掛山などを登る 対象 18 歳
以上 65 歳以下 定員 15 人 費用 5000
円 申し込み ５月６日㈯ から盛 岡山 友
会ファクス 635-6766 で先着順に受
け付け。住 所と名前、年齢、性 別、
電話番号を記入 問 福山さん☎ 6974168
●速記講習会会員募集
日時 毎週月曜、18時〜20時 場所 勤労
福祉会館（紺屋町） 費用 月1500円 問
丸谷さん☎090-5594-8536
●M&Lリズム体操会員募集
日時 毎週火曜、10時半〜12時 場所 盛
岡体育館（上田三） 費用 半年60 0 0
円 問 盛さん☎682-1397
●バトミントンサークル
「シャトルウィズ」会員募集
日時・場所 ①毎週火曜、
13時〜16時、
主に盛岡体育館（上田三）②毎週金曜、
まる や

もり

10時半〜13時、緑が丘地区活動セン
ター（黒石野二） 費用 各半年4000円
問 中村さん☎090-4630-7652
●ボクシング教室会員募集
日時 毎週水曜、18時半〜20時半 場所
盛岡体育館（上田三） 内容 体幹トレ
ーニングやボクシングトレーニングな
ど 対象 ５歳以上 定員 40人 費用 ４カ月、
高校生以下5000円、一般8000円 問
鬼柳さん☎090-8923-1534
●大新吟詠会会員募集
日時 毎週水曜、18時45分〜20時45
分 場所 西部公民館（南青山町） 内容
詩吟の練習や会員同士の交流など
費用 月10 0 0 円 問 赤 坂さん☎ 0 9 0 8929-9801
●親子でリトミック会員募集
日時・対象 毎週水曜〜金曜、
10時〜11
時は生後６カ月〜２歳半未満、11時〜
12時は２歳半以上 場所 主にプラザお
でって（中ノ橋通一） 内容 体を使って
音楽を感じるリトミック 費用 各１組500
円 問 藤原さん☎090-6450-5242
●太極拳・長拳（カンフー）
体験教室参加者募集
日時 ５月の毎週水曜は18時半〜20時
半、毎週木曜は10時〜12時、毎週土
曜は13時〜15時と15時15分〜16時
45分 場所 市立武道館（住吉町） 費用
各1000円 問 長瀬さん☎652-2470
●ママさんバレー「SUN」会員募集
日時・場所 毎 週 水 曜は仙 北 小（仙 北
二）、毎週金曜は仙北中（仙北三）、
19時〜21時 費用 月1000円 問 加藤さん
き やなぎ

前
前２作に続きゲスト出演した宮古市の劇研麦の
会。避難所での様子などを宮古弁で演じました
会

☎080-1832-3428
●仙北レディーススポーツクラブ
会員募集
日時 毎週木曜、10時半〜12時 場所 サ
ンライフ盛岡（仙北二） 内容 ストレッチ
とリズム体操 対象 女性 費用 半年9000
円 問 石川さん☎090-9535-1251
●社交ダンス会員募集
日時 毎週木曜、13時〜16時 場所 青山
地区活動センター（青山三） 費用 月
2000円 問 板屋さん☎647-8170
●スクエアダンス初心者講習会
日時 毎週金曜、18時半〜21時半 場所
キャラホール（永井24） 費用 無料 問
佐々木さん☎637-6597
●朗読サークル「いちょうの実」
会員募集
日時 毎月第２・４金曜、13時半〜15時
半 場所 西部公民館（南青山町） 費用
１カ月2 0 0 0 円 問 成田さん☎ 6 4 6 6806
●「着物・生け花を楽しむ会」
会員募集
日時 毎月第２・４土曜、13時半〜17時
場所 アイーナ（盛岡駅西通一） 費用 １
回1000円 問 吉田さん☎090-82579085
●子どもの体験教育の
指導者候補を募集
日時 主に土・日曜（月３回程度） 場所
四ツ家教会（本町通二）など 内容 青少
年の野外活動などの手伝い 対象 18歳
以上 費用 年１万1800円 問 上総さん☎
090-9323-6469
かず さ

告
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もりけんに挑戦（27年度３級問題）⓴（正解は16ページに掲載）
オルガンづくりの第一人者といわれるフランス人、マルク・ガルニエの製作による大小３種類のパイプオルガンが設
置されている盛岡の施設はどこですか。 ①姫神ホール ②県民会館 ③盛岡市民文化ホール ④キャラホール

情報インデックス
相

談

●夜間納付相談

●リハビリ相談会

●成年後見相談
【日時】４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）
【申し込み】同センター☎
626-6112で電話受け付け

●補聴器相談会
【日時・場所】４月19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

●花と緑の相談

▲

【日時】
４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

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】同センター☎651- 8580【広報
ＩＤ】1002663 にこにこルーム【期
日・場所】４月６日㈭は都南公民館（永
井24）、13日㈭はタカヤアリーナ（本
宮五）、18日㈫は高松地区保健センタ
ー（上田字毛無森）、５月２日㈫は西部
公民館（南青山町）
【対象】０〜３歳の
子と保護者 ぴよぴよルーム【期日・
場所】４月11日㈫は高松地区保健セン
ター、21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
▶ウッドトイ遊びの広場【期日・場所】
４月14日㈮、高松地区保健センター【対
象】０〜2歳の子と保護者
■マタニティサロン（初妊婦対象）
【期日・場所】４月19日㈬、とりょう保
育園（肴町）
【申し込み】同支援センタ
ーで電話受け付け
■市立保育園の一斉園開放（12園）
【日時】４月25日㈫ 9時半〜11時【対
象】０歳〜就学前の子と保護者や妊婦
▲

【日時・場所】４月４日㈫・６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

☎636-1192【広報ＩＤ】1018919

●子育てを楽しく

●いわて就職ガイダンス

【日時】毎週火曜（11月〜３月は毎月第
２火曜）、10時〜15時【場所】市役所本
館１階の市民ホール【内容】草 花や庭
木などについての疑問を専門家へ相談
【問】公園みどり課☎639-9057

【日時】４月８日㈯13時〜16時半【場所】
アピオ（滝沢市）
【内容】県内に就業場所
があり、正社員を募集する企業との面談
など【対象】30年３月卒業予定の学生と
一般求職者【問】ふるさといわて定住財
団☎653-8976【広報ＩＤ】1018787

●健康相談「まちの保健室」

●動物公園に行こう

【日時】毎月主に第１金曜、10時半〜12時
半【場所】ゆぴあす（上田字小鳥沢）
【内
容】生活習慣病についての相談など【定
員】先着30人【問】ゆぴあす☎662-1414

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▶ライオン
に肉をあげよう【日時】４月９日㈰11時
〜11時半【定員】15組【申し込み】10時
50分からライオン舎前で受け付け。定
員を超えた場合は抽選▶幼虫を探そう
【日時】４月15日㈯・16日㈰、13時半〜
14時【定員】30人【申し込み】13時20
分から子供動物園で先着順に受け付け

催

し

●盛岡星まつり

告
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啄木の命日、４月13日㈭は無料で入場
できます。13時半からは啄木の作品「林
中の譚」を基にした紙芝居を紹介【問】
同館☎683-2315【広報ＩＤ】1018922
りん

ちゅう

たん

●「本宮村/原敬/近代南部家」展
ギャラリートーク
【日時】４月16日㈰・５月７日㈰、13時
半〜14時15分【場所】原敬記念館（本
宮四）
【費用】入館料が必要【問】同館

デ

●パイプオルガン
プロムナードコンサート

ー

●縄文ふれあいＤＡＹ

【日時】４月21日㈮12時20分〜12時
50分【場所】市民文化ホール（盛岡駅
西通二）
【内容】オルガニストの川越聡
子 さんによるミニコンサート【定 員】
350人【費用】無料。当日、会場へどう
ぞ【問】同ホール☎621-5100
さと

こ

【日時】毎月第２土曜、10時〜11時半
と13時〜14時半【場所】遺跡の学び館
（本宮字荒屋）
【内容】ブレスレット、古
代風ストラップ、拓本、古代のお守りネッ
クレスの制作体験【費用】各100円※入
館料別途。当日、会場へどうぞ【問】同
館☎635-6600【広報ＩＤ】1009440

●原敬の生家を公開
【日時】４月22日㈯〜５月７日㈰、９時
〜16時【場所】原敬記念館（本宮四）
【 費 用 】入 館 料が必 要【 問 】同 館 ☎
636-1192【広報ＩＤ】1018920

●平成28年新収蔵資料展
【日時】４月22日㈯〜７月９日㈰、９時〜
17時【場所】先人記念館（本宮字蛇屋
敷）
【内容】池田龍 甫の遺品群や藤田謙
の紫根染め作品、内藤春治のレリーフな
どを展示【費用】入館料が必要【問】同
館☎659-3338【広報ＩＤ】1018921
りゅう ほ

けん

お知らせ
●市立総合プールの利用制限
市立総合プール（本宮五）は、大会の
ため、４月23日㈰の終日、利用できませ
ん。
【問】同プール☎634-0450
ジ

ャ

イ

カ

●ＪＩＣＡボランティア募集

はる じ

●植林体験と森林散策
【日時】４月22日㈯９時45分〜15時【場
所】岩手大学演習林（滝沢市）
【定員】
30人【費用】500円【申し込み】４月11日
㈫９時から盛岡広域振興局林業振興課
☎629-6613で先着順に電話受け付け

●区界ボランティア研修会
【日時】５月４日㈭〜５日㈮の１泊２日
【場所】区界高原少年自然の家（宮古
市）
【内容】野外活動に必要な知識や
技能を習得【対象】野外活動に興味が
ある高校生以上で、年１〜２回、同自然
の家でボランティアとして活動できる人
【定員】20人【費用】3000円【申し込
み】４月10日㈪９時から同自然の家☎
0193-77-2048で先着順に電話受け付
け。ファクス0193-77-2124でも受け付
けます。４月21日㈮17時締め切り【広報
ＩＤ】1000876

国際協力機構（JICA）東北支部は、
発展途上国の人と共に生活し、自助努
力促進の協力活動を行うボランティア
を募集しています。詳しくは、同機構の
ホームページをご覧ください。
■体験談＆説明会
【日時】４月８日㈯10時〜12時と20日
㈭19時〜21時【場所】アイーナ（盛岡駅
西通一）
【問】同機構☎022-223-4772

●不来方大学院生を募集
【開 講日時】５月11日〜11月９日、木
曜、全20回、主に９時45分〜15時【場
所】中央公民館（愛宕町）
【内容】一般
教養や時事問題などの学習とクラブ活
動【対象】65歳以上【定員】150人【費
用】45 0 0 円※クラブ 費実費【申し込
み】往復はがきに住所と名前・ふりがな、
年齢・生年月日、性別、電話番号を記入
し、〠020-0013愛宕町14-１、中央公
民館「不来方大学院係」へ。４月19日㈬
必着。定員を超えた場合は抽選【問】同
館☎654-5366【広報ＩＤ】1007631

●アウトドア・イン区界〜春の巻〜

●ゆうゆう学舎（もりおか老人大学）
学生募集

【日時】５月５日㈮９時半〜15時半【場
所】区界高原少年自然の家（宮古市）
【内容】自然散策や兜明神岳登山【対
象】小・中学生と保護者【定員】15組
【費用】１人1000円【申し込み】往復
はがきに催し名、名前・ふりがな、性別・

【開講期間】５月26日㈮〜来年１月19日
㈮【場所】各老人福祉センターなど【内
容】健康や地域文化などさまざまな分野
を学ぶ本校・分校講座と、地域活動など
について学ぶ特別講座【対象】60歳以上
【費用】無料【申し込み】市役所本館５

階の長寿社会課や各支所、老人福祉セ
ンターなどに備え付けの入学願書で申し
込み。５月２日㈫必着【問】同課内事務
局☎603-8003【広報ＩＤ】1006424

市民団体に講師の紹介や講師派 遣費
用の一部を補助します。
【対象】定期的
に学習活動を行っている10人以上の団
体【申し込み】社会教育学級（地域団
体など）は随時受け付け、家庭教育学級
●市スポーツ少年団員募集
（ＰＴＡ団体）は５月16日㈫必着▶説明
会【日時】社会教育学級は４月25日㈫、
市スポーツ少年団は、29年度の団員
家庭教育学級は５月９日㈫、いずれも
を募集。７月31日㈪締め切りです。
【種
10時〜11時半【場所】中央公民館（愛
目】スキーやスケート、空手、剣道、水
宕町）
【問】同館☎654-5366【広報Ｉ
泳、サッカー、テニス、軟式野球、ミニ
バス、ラグビーなど全36種目。詳しくは、 Ｄ】1000682
市体育協会のホームページをご覧くだ
●浄化槽設置への補助
さい【問】同少年団事務局☎652-7600
し尿と生活排水を併せて処理する浄
●介護予防教室運営業務の
化槽を設置する場合、経費の一部を補
受託者を募集
助します。希望する人は、４月17日㈪か
ら21日㈮までに登録が必要。応募多数
65歳以上の人を対象に運動機能向上
の場合は抽選。詳しくはお問い合わせ
や介護予防の啓発を行う「元気はなま
ください。
【対象区域】公共下水道事業
る筋力アップ教室」を運営する受託者
と農業集落排水事業の対象にならない
を募集します。
【予定委託期間】５月15
区域【問】給排水課☎623-1411
日㈪〜来年３月30日㈮【募集期限】４
月12日㈬17時。詳しくは市公式ホーム
●私道整備に補助
ページをご覧ください【問】長寿社会課
☎613-8144【広報ＩＤ】1018990
私道などを整備する場合、補助金の
交付と砂利の支給を行っています。
【対
●障がい者へのタクシーや
象】次に該当する私道①延長が20㍍以
ガソリン・軽油料金の助成
上②幅員が1.8㍍以上―など。詳しく
は、市公式ホームページをご覧ください
市は、タクシーやガソリン・軽油の料
【問】道路管理課☎613-8542【広報Ｉ
金の一部を助成します。
【対象】自動車
Ｄ】1013951
税または軽自動車税の減免を受けてい
ない在宅の人で、次のいずれかに該当す
●差し押さえ物件の公売
る人①身体障害者手帳１級②視覚や下
肢、体幹に障がいがあり身体障害者手
市が 差し押さえた不 動産や動産を
帳２級③療育手帳④精神障害者保健福
Ya ho o！官公庁オークションで公売
祉手帳１級。なお、ガソリン・軽油の助成
します。【申込 期間】４月11日㈫13時
を受ける場合は、①〜④以外の条件が
〜27日㈭23時【公売方法・期間】▶入
あります【申し込み】４月３日㈪以降に、
札：５月９日㈫13時〜16日㈫13時▶せ
該当する手帳と印鑑を用意し、市役所本
り売り：５月９日㈫13時〜11日㈭23時
館５階の障がい福祉課か都南総合支所
【問】納税課☎613-8466【広報ＩＤ】
税務福祉係、玉山総合事務所健康福祉
1010803
課へどうぞ【助成額】いずれも600円の
●全国のみずほ銀行で市税など
助成券を月数に応じて交付。利用期限
が納付できます
は平成30年３月31日㈯【問】障がい福
祉課☎613-8346【広報ＩＤ】1004143
４月から全国のみずほ銀行の本・支
店 で市 税などを 納 付 できるようにな
●公益的な事業を募集します
りました。口座振替でも納付できます。
市が実施していない公益的な事業に、 【問】納税課☎613-8461【広報ＩＤ】
1018909
事業費の５分の４（上限50万円）を補
助します。
【募集内容】次のいずれかに
●春の交通安全・地域安全運動
該当する事業①市と協働で行う事業②
市が指定する施設を活用する事業③指
４月６日㈭〜15日㈯、春の全国交通
定するテーマに沿って市と協働で行う
安 全 運 動と地域安全 運 動が行われま
事業【募集期限】５月19日㈮17時。応
す。
【問】くらしの安全課☎603-8008
募方法など詳しくは市公式ホームペー
交通安全運動：10日㈪は「交通事故
ジをご覧ください【問】市民協働推進課
死ゼロを目指す日」。子どもと高齢者の
☎626-7535【広報ＩＤ】1019028
交通事故防止や自転車の安全利用、飲
酒運転の根絶、全座席のシートベルトと
●学習活動を支援します
チャイルドシートの正しい着用を心掛け、
尊い命を守りましょう 地域安全運動：
家庭や地域の課題について学習する
ヤ

フ

ー

▲

広

●石川啄木記念館の無料開放

【日時】４月19日㈬19時〜21時【場所】
盛岡劇場（松尾町）
【出演】Ｕｔａ Ｂａｎｄ
【費用】前売り1000円、当日1200円※小
学生以下無料【問】同劇場☎622-2258

年齢、学校名・学年、郵便番号・住所、
電話番号、交通手段、食物アレルギー
の有無を記入し、〠028-2631宮古市
区界２-111、区界高原少年自然の家へ
郵送。４月21日㈮必着。定員を超えた
場合は抽選【問】同自然の家☎019377-2048【広報ＩＤ】1000876

▲

盛岡星まつり実行委員会は、次のと
おりイベントを開催します。いずれも費
用は無料です。【問】同実 行委員会事
務局の吉田さん☎090-6458-8790▶
もりおか星空ギャラリー【期間】４月１
日㈯〜30日㈰、９時〜19時【場所】アイ
ーナ（盛岡駅西通一）
【内容】星空の写
真やパネル展示▶星空パーティー【日
時】４月29日㈯・30日㈰、19時〜21時
【場所】中央公園内、遺跡の学び館東
側（本宮字蛇屋敷）
【内容】星空観察や
光害による星空環境の調査

●もりげきライヴ

広

子どもと女性の安全確保や特殊詐欺被
害の防止、鍵かけの励行を重点とした
運動です。防犯意識を高め、安全で安
心な地域の実現を目指しましょう

図 書
■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎えほんのへや
【日時】４月６日㈭15時半〜16時
【対象】幼児〜小学２年生
◎おはなしころころ
【日時・対象】４月14日㈮、10時20分
〜11時は１歳３カ月以上の幼児、11時
10分〜11時半は１歳２カ月以下の乳児
◎おはなしのじかん
【日時・対象】４月８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
◎かみしばいのへや
【日時】４月13日㈭15時半〜16時
【対象】幼児〜小学２年生
◎科学談話会
【日時】４月28日㈮18時半〜20時
【内容】
「近代木歩道橋の提案〜中津
川毘沙門橋について〜」と題し、岩手大
の出戸秀明教授が講演
■都南図書館（永井24☎637-3636）
◎おはなしのじかん
【日時】４月12日㈬11時〜11時半
【対象】幼児
◎おとぎのへや
【日時】毎週土曜、14時半〜15時
で

と

【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】４月19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】４月８日㈯11時〜11時半
【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】４月12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】４月８日㈯10時半〜11時40分
【内容】
「ミッキーマウス〜ミッキーのゴ
ルフ」
「いじわる狐ランボー」など４本
【対象】幼児・小学生
◎ふたばおはなし会
【日時】４月12日㈬、10時〜10時40分
は１歳３カ月〜３歳、10時50分〜11時
10分は１歳３カ月未満

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
電話番号
４/２ 小山田接骨院（東松園二）663-2574
４/９ さとう整骨院（月が丘一） 641-7586
４/16 ふくしま整骨院
（下飯岡11）639-7557
４/23 ひかり整骨院（高松二） 663-7515
４/30 小笠原整骨院（好摩字上山） 682-0106

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
開運橋消化器内科クリニック 大通三丁目９-３菱和開運メディカルビル 613-3336
月が丘一丁目１-63
647-3333
内 かねこ内科クリニック
渋民中央病院
渋民字大前田53-２
683-2336
外 くろだ脳神経・頭痛クリニック 神明町10-38
653-3522
小 森田小児科医院
緑が丘四丁目１-60
662-3326
本町通二丁目14-38
651-0630
４/９ 歯 佐藤歯科クリニック
㈰
銀河薬局開運橋店
大通三丁目９-３
601-5562
みつばち薬局
月が丘一丁目１-63
647-3888
あすなろ薬局
中ノ橋通一丁目14-９
623-8880
薬
レミディ薬局
中ノ橋通一丁目14-８
652-1300
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
かつら内科クリニック
本宮字小板小瀬13-２
658-1223
内
藤島内科医院
愛宕町４-18
622-4453
外 なおや脳神経・頭痛クリニック 本宮字小板小瀬13-４
656-3708
小 もりおかこども病院
上田字松屋敷11-14
662-5656
４/16
歯 壱番舘歯科クリニック
永井22-３-118SAWAX壱番舘１階 637-4618
㈰
クローバー薬局
本宮字小板小瀬13-３
656-2011
あたご薬局
愛宕町２-38
621-8411
薬
おおたばし調剤薬局
本宮字小板小瀬13-８
656-3131
こなん薬局
上田字松屋敷23-３
664-1115
※４月２日㈰の休日救急当番医と薬局は、３月15日号11ページをご覧ください
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もっと知りたい！盛岡
市公式ホームページ

週末、子どもを連れてどこ行こう。
たまには外遊びもさせたい。でも、
近所の公園だとすぐ飽きるし、はやりのアウトドアは
トイレに困ったり道具をそろえたり、ハードルが高い。

自然の中で遊べて、程よく便利に整備されてる場所ってなかなかないよな。

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！
▼

WELCOME
TO
NATURE

ショッピングセンターや博物館、図書館もいいけど、

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

パソコンやスマホからどうぞ
パ
コ やス ホからどうぞ

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。

そう話してた同僚に、つどいの森を紹介したんだ。
め

そしたら週明け、「アスレチックを見た途端、子どもの瞳がこんなに輝いてさ」って。
市公式ツイッター

次はドライブがてら、奥さんも一緒に外山森林公園に行ってみるんだって（笑）

https://twitter.com/moriokashi

市公式フェイスブック
https://www.facebook.com/
moriokashi

市政ラジオ番組
「もりおか暮らし物語」

今年は家族で、アウトドア宣言

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♪

広告に関する問い合わせ

自然豊かな森林公園を２つ紹介します。いずれもアスレチック遊具や、
雨の日も万全な屋根付きバーベキューハウスなどがそろい、さまざまな

ナチュラルコム㈱
☎019-652-9190へどうぞ

体験教室も開催しています。家族や仲間と、自然を楽しみましょう！

もりけんに挑戦
（15ページに掲載）の答え
③市民文化ホール

都南つどいの森

外山森林公園

都南地域にある都南つどいの森では、テ
ニスやグラウンドゴルフ、アスレチック遊
具、池でのイワナ釣りを楽しめるほか、ペ
ン立て・ティッシュボックスなどを作る木
工体験もできます。雨の日でも楽しめるバ
ーベキューハウス、オートキャンプ場、バ
ンガロー、キャビンも備えています。
【問】同つどいの森☎638-2270
【広報ＩＤ】1018876

91㌶の広さを誇る外山森林公園。
げん
地元・薮川産の玄そばを使った手打
ちそばを食べられる食堂や、手ぶら
で楽しめるバーベキューセット、ガ
イド付きの散策や木工教室など豊富
な体験メニューのほか、夏はキャン
プ場も利用できます。
【問】同公園管理事務所☎681-5132
【広報ＩＤ】1018873

森林公園の利用案内
森林公園名
都南つどいの森
通年
開園期間
毎週火曜と年末年始は休園
※４月１日〜12月１日は休園なし
開園時間

８時半〜17時

テニス、グラウンドゴルフ、イワナつ
体験メニュー
かみ捕り、木工製品作り、ネイチャー
※有料。要予約
ゲーム、バーベキューハウスなど
４月１日〜11月30日※バンガローな
キャンプ場利用
どの宿泊利用は４月29日〜11月１日
※要予約
（有料）

広

告

16［広報もりおか 29.４.１］

外山森林公園
４月29日㈯〜11月15日㈬
毎週火曜休園
※７月１日〜９月１日は休園なし
９時〜17時
※９月１日以降は16時まで
そば打ち体験、木工教室、キノコのも
ぎ取り（期間限定）、ネイチャーゲー
ム、ピザ窯利用など
７月１日〜９月１日
※貸しテントは５月１日㈪から受付開
始（５人用300円、８人用500円）

外山森林公園サポータークラブ
29年度会員募集
同公園内で、まき割りや炭焼き、キ
ノコ園作業や遊歩道整備、植物保護な
どを体験しながら森づくりに参加する
「外山森林公園サポータークラブ」の
会員を募集します。親子での参加も歓
迎。会員は毎週水曜の体験活動にも無
料で参加できます。
【活動日時】４月〜11月の第３また
は第４日曜、全８回、９時〜15時
【対象】現地集合・解散ができる人
【定員】40人【費用】2000円
【申し込み】はがきかファクスで受け
付けます。４月12日㈬必着。定員を
超えた場合は抽選。詳しくは、市公式
ホームページでご確認ください
【広報ＩＤ】1018693

編集後記
長い冬が過ぎ、ようやく心弾む
季節。日なたの暖かさを感じた
り、木々の芽吹きや花開く様子
を見たりすると、元気をもらえ
る気がします。ただし花粉症な
のでマスクは必須です。(た）
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