も と ひ こ

盛岡芸妓お座敷体験講座の場所など
場所
日時
①５/27㈯12時～13時半
もりおか町家物語館
②６/24㈯12時～13時半
（鉈屋町）
③11/25㈯12時～13時半
料亭喜の字（松尾町） ④８/26㈯13時～15時

市指定の保護庭園と保存建造物を無料で
公開しています。どうぞお越しください。
【問】景観政策課☎601-5541
【広報ＩＤ】1009405

車での来場は
お控えください

■一ノ倉邸（安倍館町）
【公開日時】水曜～日曜
10時～15時

■旧宣教師館（大沢川原三）
【公開日時】月曜～金曜、９
時～17時（12時～13時を除く）

※８/10～20、12/25～１/15
は休館

※祝日と８/13～16、12/29～
１/３は休館

【問】大沢川原センター
☎654-6067

■明治橋際の御蔵（南大通三）
【公開日時】10月までの第
２・３・４土・日曜、10時～
16時
【問】御蔵管理委員会の千葉
館長☎090-5598-5230

■武田邸（長田町）
【公開日時】11月までの第
２・４土曜、13時～16時
【問】景観政策課☎601-5541

性別に関わりなく、全ての人が個性と能力を十分に発揮できる社
会の実現のため、男女共同参画について考えてみませんか。もりお
か女性センターは、６月10日～16日の男女共同参画週間に合わせ
て次のイベントを開催。いずれも入場無料です。
【問】同センター☎604-3303 【広報ＩＤ】1001889

末盛千枝子さん

【問】一ノ倉邸管理保存委員
会☎646-1817

男女共同参画週間

■パネル展示・ビデオ上映
【日時】６月10日㈯～16日㈮、
９時～21時※16日は15時まで
【場所】プラザおでって
（中ノ橋通一）
【内容】男女共同参画社会基本
法についてのパネル展示や関連
ビデオ上映など

■講演会
【日時】６月10日㈯14時～15時半
【場所】プラザおでって（中ノ橋通一）
【内容】３.11絵本プロジェクトいわて
代表の末盛千枝子さんが「『私』を受け
容れて生きる」と題して講演
【定員】120人
【申し込み】往復はがきに住所と名前、
年齢、性別、電話番号を記入し、〠0200871 中ノ橋通一丁目1-10、もりおか
女性センターへ。５月27日㈯消印有効。
定員を超えた場合は抽選
【託児】６カ月～未就学児を５人まで預
かります。子ども１人につき500円。希望
する人は往復はがきに「託児希望」と記入
してください。定員を超えた場合は抽選
すえもり ち

い

え

こ

歓迎！
カナダスポーツクライミングチーム
盛岡市長

計規約が整備されていることが条件
【申し込み】市役所別館８階の都市戦略室や同
本館１階の窓口案内所、各支所などに備え付け
の応募用紙に必要事項を記入し、〠020-8530
（住所不要）市役所都市戦略室へ郵送または持
参。ファクス622-6211でも受け付けます。５
月31日㈬17時必着
【問】都市戦略室内、同委員会事務局☎613-8370

水道週間

水道施設見学会

浄水場の一般公開

「水のみちを探検しよう～安
全・安心な水道水の秘密とは～」
をテーマに、新庄浄水場と水質管
理センター、米内浄水場を回りま
す。「水道水あてっこクイズ」
「パッキン交換」「漏水修理の実
演」などのイベントもあります。

新庄浄水場と米内浄水場を
一般公開します。職員が施設
内を案内し、浄水の仕組みな
どを説明。参加を希望する人
は当日、各浄水場へお越しく
ださい。
【日時】６月１日㈭～７日㈬、
各日10時～と11時～、
13時～、14時～の４回
【問】浄水課☎651-8949

見学行程には階段の上り下りがあります

【日時】６月４日㈰・５日㈪
10時～15時

【定員】各45人
【費用】無料（昼食付き）
【申し込み】はがきに参加希望者
全員の住所と名前（ふりがな）、
年齢、電話番号、参加希望日（記
入がない場合は、市が指定しま
す）、代表者名を記入し、〠0200013愛宕町６-８、市上下水道局
経営企画課へ。５月９日㈫消印有
効。上下水道局のホームページで
も同日17時まで受け付けます。電
話では受け付けません。定員を超
えた場合は、選考の上、結果をは
がきでお知らせします
【問】同課☎623-1411

※２

５月６日㈯・７日㈰に開催される、ＩＦＳＣクライミン
グ・ワールドカップボルダリング八王子2017
東京オリンピック・パラリンピック開催を契機に、参加国
の選手らと住民との交流を通じて地域の活性化や観光振興
を推進しようとする国の構想で、盛岡は昨年12月に登録

市上下水道局は、６月１日～７日の水道週間にち
なんで、市民の皆さんに水道への理解と関心を深め
てもらうため、水道施設見学会などを開催します。

水道の点検と
蛇口パッキン交換

桜台ニュータウン
36
ＪＲ山田線
上米内駅

米内 ۻ
浄水場

N

455

水道橋
４

岩手大
付属中
至茶畑
浄水場の所在地

※内丸の県民会館脇に集合し、バス
で移動

※１

不可欠な「水」について知ろう～

６月１日から

※内容は小学３年生以上向けです。また、

今月１日から５日まで、カナダのスポーツクライ
ミングチームがワールドカップ ※１の事前キャンプ
で来盛します。滞在中は東京オリンピック出場を目
指す地元選手らとの交流も予定しており、良い刺激
になるのではないでしょうか。ちょうど桜の時期で
すし、カナダ選手の皆さんには盛岡の美しい自然も
感じてほしいですね。盛岡市はカナダのホストタウ
ン ※２として登録されています。今回のキャンプが、
東京オリンピックの事前キャンプ誘致につながるよ
う期待しています。
指定管理者の聴き取り審査を公開
昨年のいわて国体での地元選手の活躍もあって、
スポーツクライミング競技の人気が高まっています。
市民の皆さんが、スポーツに親しむ機会が増えるよ
う応援していきたいですね。

【広報ＩＤ】1019302

～生活に

盛岡芸妓の皆さん

保護庭園と保存建造物の公開

配信開始日：５月１日㈪
配信エリア：市内全域（配信エリア近郊の
人にも届くことがあります）
配信対象者：配信エリア内の携帯電話とス
マートフォン※ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソ
フトバンク（ワイモバイル含む）のユーザー
配信情報：北上川などで氾濫危険水位を超
え、氾濫の恐れのある場合などに情報を配信

盛岡ブランド市民推進委員会（事務局：都市
戦略室）は、盛岡らしさ（盛岡の有形・無形の
地域資産がもつ魅力）を育成・発信する「盛岡
ブランド推進市民企画事業」を募集します。採
用事業には所定の助成を行います。
【対象】市内で活動中または新たに活動を始め
る市民団体（公益法人とＮＰＯ団体を含む）。
任意団体の場合は、企画趣旨に賛同する市民３
人以上が運営に携わっており、団体の会則と会

昨年の渋民小鼓笛隊の演奏

女性センターへ
行こう

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

盛岡らしさを育成・発信する事業を募集

定員
費用
20人 5400円
30人 （ 料 亭 の お 弁 当
30人 付き）
40人 7560円
（昼懐石付き）

【申し込み】①②③は５月８日㈪９時から盛岡観光コンベン
ション協会☎621-8800で先着順に電話受け付け。ファクス
653-4417とメールkankoug＠odette.or.jpでも受け付けま
す。④は前売りチケットを７月１日㈯９時からプラザおでっ
て（中ノ橋通一）ともりおか町家物語館で販売。詳しくは、
同協会ホームページをご覧
ください
【問】同協会☎621-8800

近年、記録的な豪雨による大規模な水害や
土砂災害が頻発。気候変動の影響により、今後
ますます洪水の発生頻度が高まることが予想さ
れています。こうした災害に備えて、北上川と
雫石川、中津川で大規模な洪水が発生しそうな
ときに自主的な避難に役立ててもらうため、携
帯電話やスマートフォンに洪水情報を配信する
サービスを始めます。
【問】国土交通省岩手河川国道事務所☎624-3166
【広報ＩＤ】1019151

おで
っ
くな て
んせ

※前売り券は同館や市内プレイガイドで
発売中。整理券については同館へお問い
合わせください

表

洪水情報を緊急速報メールで配信

り

◇新庄浄水場（加賀野字桜山）☎651-5048

新庄浄水場

ۻ

▲

岩山
岩山入口

給水装置の点検と蛇口のパッキン
交換を無料で実施します。井戸など
の自家水道設備や給湯器、湯水混合
水栓は対象外です。
【期間】６月１日㈭～９日㈮
※土・日曜を除く

【申し込み】５月 26 日㈮～６月５
日 ㈪ の ９ 時 ～ 17 時、 給 排 水 課 ☎
623-1411 で電話受け付け
対象になる
蛇口の例

▼

【補助額】樹木購入費×100分の45
（５万円が限度）
【受付期限】12月28日㈭まで
【問】公園みどり課☎639-9057
【広報ＩＤ】1010583

「盛岡芸妓お座敷体験講座」を表のとおり開催します。盛
岡町家や料亭で盛岡芸妓の芸を鑑賞し、お座敷遊びを体験し
てみませんか。

作家の井沢元彦さんが「『逆説』で読む啄木の歌」と題し
て講演するほか、「啄木の文士劇、井沢氏の文士劇」をテー
マに石川啄木記念館館長と対談します。また、渋民小鼓笛隊
の演奏と渋民中の群読劇、女性コーラスグループ・コールす
ずらんの合唱も。石川啄木記念館（渋民字渋民）ではお茶席
を開催（10時～13時）します。
【日時】６月３日㈯13時半～16時
【場所】姫神ホール（渋民字鶴塚）
【費用】前売り1000円、当日1300円。
中学生以下無料（整理券が必要）
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※いずれも植栽前に申請が必要です

盛岡芸妓お座敷体験講座

2017啄木祭

【問】石川啄木記念館☎683-2315
【広報ＩＤ】1019196

▲

芸術・文化に親しむ

▲

新緑の季節、鮮やかな緑と優しい桜の色の
コントラストを楽しめるつどいの森さくら祭り。
オリジナルの木工製品などのオークションや餅
つき体験、餅の振る舞い、フリーマーケットな
どイベントが盛りだくさん！ お楽しみ抽選会
もあります。
【日時】５月７日㈰11時～15時
【場所】都南つどいの森（湯沢１）
【問】同つどいの森こもれびの宿
☎637-0876
【広報ＩＤ】1019221

市は、道路（幅員４㍍以上または自転車歩行者
専用道）に面する住宅の敷地内に、生け垣や樹木
を植栽する場合、樹木購入費の一部を補助します。
【補助対象】
生け垣：１㍍当たり２本以上で連続して５㍍
以上植栽する場合
樹木：道路境界から２㍍以内に、高さ３㍍以
上の樹木を植栽する場合

は

平成７年に通水開始した、岩山の登り口に

ある浄水場。中津川の水を浄水し、給水量は

１日３万3000立方㍍です。場内の庭園「水
もり

ふる

と杜の広場」は平成８年、国の「手づくり郷
さと

土賞」を受賞しました。県交通・新庄線の新
庄浄水場前バス停で下車し、徒歩１分。

◇米内浄水場（上米内字中居）☎667-2280

昭和９年に通水開始した、市内で最も古い

対象にならない
湯水混合水栓の
例
▼

か

№２

守・破・離

▼ ▼

つどいの森さくら祭り

６月10日㈯に盛岡城跡公園（内丸）で開催
する「もりお花 ハンギングバスケットフェア
2017」のコンテスト参加作品を募集します。
応募できるのは、根付きの植物を使う壁掛け式
のハンギングバスケットで、１人２作品まで。
サイズは縦90㌢×横90㌢以内です。
【申し込み】市役所都南分庁舎２階の公園みど
り課や市役所本館１階の窓口案内所、各支所など
に備え付けの申込書に必要事項を記入し、〠0208532（住所不要）市役所公園みどり課へ郵送し
てください。ファクス637-1919でも受け付けます。
５月29日㈪必着
【問】同課☎639-9057
【広報ＩＤ】1019003

緑のまちづくり補助金

しゅ

エリアメール
で届きます

▼

ハンギングバスケットの
作品を募集

市長コラム

INFORMATION

▼

花と緑を楽しもう

PUBLIC

浄水場。米内川の水を浄水し、給水量は１日

３万2450立方㍍です。同浄水場に併設の水
かん そく

道記念館や緩 速 ろ過池、調整室などは平成

11年、国の有形文化財に登録されました。
ＪＲ山田線の上米内駅で下車し、徒歩２分。

安全でおいしい水を
皆さんにお届けします
［広報もりおか 29.５.１］7

