イベント名

内容

日時

費用

申し込み

なし

無料★

当日受付

各30人

各100円★

当日受付

ドライアイスを使ったサイエンスショー

当日受付

無料

７/６㈭９時から
同館の電話か窓
口で先着順に受
け付け

４歳以上
７/26㈬～８/20㈰
当日受付
なし
300円
９時～16時半
９時から当日分
①８/１㈫・３㈭・７㈪
①各800円 の整理券を先着
10時～11時
各20人
②各1000円 順に１人１枚配
②８/２㈬・４㈮・８㈫
布
13時～14時
当日９時から整
８/５㈯
液体の粘性によって模様が変わる液体万
各300円
理券を先着順１
①10時半～11時②11時半～12時 各20人
華鏡を作る
人１枚配布
③14時半～15時④15時半～16時
８/５㈯
①４歳～中学生
当日受付
①18時～18時半
①②各160
①星音～子ども向け映画音楽 その1～
各200円、高校 ※ 星 音 は 1 7 時
②19時～19時半
人
②今夜の星空みどころ案内
生以上各500円 半から受付でチ
③星を見る会※悪天候時はダジックアース ③19時半～21時※悪天候時は20時 ③なし
②③無料
ケットを販売
まで
★展示室入場料が必要

特別展
「昆虫ワールド」

今年もカブトムシ・クワガタムシが科学館
に大集合
①片手で打てるサイズのバゲット空気砲を
作る
②模様が立体的に見える万華鏡をカッター
ナイフで作る

夏休み実験工作教室
ワークショップ
「液体万華鏡」

ナイトミュージアム

と も た か

ラ

イ

【日時】７月17日㈪10時～17時
【場所】アイーナ
（盛岡駅西通一）
【費用】無料
【問】県政策地域部科学
ＩＬＣ推進室内、いわて
サイエンスシンポジウム
実行委員会☎629-5252
【広報ＩＤ】1019979

■サマースクール

■ホタルの夕べ

１日飼育係になって動物や自然に
ついて学びます。
【日時・対象】７月31日㈪・８月1
日㈫・3日㈭・4日㈮、小学２年生
以下は８時半～15時半、小学３年
生～中学生は８時半～17時
【定員】小学２年生以下は各日15
人、小学３年生～中学生は各日35人
【費用】無料※見学は大人500円
【申し込み】７月15㈯必着。詳しく
は同園ホームページをご覧ください。

夜の園内を散策しながら、
園内に生息するホタルやアフ
リカ園の動物を観察します。
【日時】７月15日㈯～17日
㈪、19時～21時※入園は20
時半まで
【対象】19時以降に来園し
た人
【費用】入園料・駐車料とも
無料

歴史フォーラム「坂上田村麻呂と志波城」
さ か の う え た む ら ま ろ

開園20周年を記念して、志波城を造営した坂 上田村麻呂に焦点
を当てた歴史フォーラムを開催します。歴史学者と漫画家という異
なる分野のゲストが、志波城造営の歴史や坂上田村麻呂の人物像な
どについて熱く語ります。

内容
■志波城と坂上田村麻呂～東北古代史
の中で～
近畿大の鈴木拓也教授が講演
た く や

【時間】13時半～14時20分
■坂上田村麻呂と『たむらまろさん』
漫画「たむらまろさん」作者のユキム
ラさんが、坂上田村麻呂の人物像や歴
史像などを語る
【時間】14時35分～15時20分

志波城のこと
もっと知ってほしいな

■「史跡志波城跡の調査成果と
保存整備」についての報告
【時間】13時10分～13時半
■大宮中・市立高の志波城学生
ボランティア「志波城応援隊」
による活動報告
【時間】15時20分～15時半
■「坂上田村麻呂と志波城と未
来」についてパネルディスカッ
ション
【時間】15時45分～16時35分

り

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

盛岡市長

夏の風物詩である盛岡・北上川ゴムボート川下り
大会が今月23日に開催されます。多くの人が参加
し、親しまれているこの大会も、今年で41回目を
迎えることができました。私も30回以上参加して
います。川から見る風景は、いつも見ているものと
違い新鮮です。特に気に入っているのは蛇の島近辺
から北大橋のあたり。木々の生い茂る林が開け、建
物が並ぶ街なかが見えるこの区間は、盛岡の景色を
丸ごと堪能できるポイントだと思っています。
ご存知のとおりこの大会は、世界一のゴムボート
川下り大会です。27年開催の際、完
走した艇数と乗艇者数で世界一に認定
されました。世界に認められたこ
の大会をさらに盛り上げていくた
め、私も先頭に立って舵を取っ
ていきます。今月７日まで参加
を受け付けています。皆
さんも出場して
みませんか。
じ ゃ

全項目

合格

【問】
上下水道局浄水課水質管理センター
☎623-1411（代表）
jousui@city.morioka.iwate.jp
公式ホームページ「みずの輪」
http://www.morioka-water.jp/

産業まつり出展者を募集
10月12日㈭～17日㈫にパルクア
ベニューカワトクで開催される市
産業まつりの出展者を募集します。
【対象】市近郊の食品や民・工芸
品の生産者

【募集区画数】50区画※応募多数の場合は市内生産者を優先
【申し込み】はがきに事業者名と担当者名、電話番号、出品内
容を記入し、〠020-8530（住所不要）、ものづくり推進課内
「産業まつり実行委員会事務局」まで。７月31日㈪必着
【問】同実行委員会事務局☎626-7538
【広報ＩＤ】1020001

ごみの減量と
正しい分別にご協力を

志波城古代公園開園20周年記念
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水質管理センターは日本水道協会か
ら水道ＧＬＰ（水道水質検査優良試
験所規範）の認定を受けており、同
センターの水質検査における品質管
理と技術力が高い水準にあることが
保証されています。

動物公園（新庄字下八木田）で次のとおりイベントを開催します。
【問】同園☎654-8266

高橋代表取締役とロビ

【日時】７月17日㈪13時～17時
【場所】キャラホール（永井24）
【定員】先着200人
【費用】無料
【問】歴史文化課☎639-9067
【広報ＩＤ】1019859

検査項目と結果（抜粋）
検査項目
基準値
28年度検査結果
大腸菌
検出されないこと 不検出
鉛およびその化合物
0.01mg/Ｌ以下 0.001mg/Ｌ未満
ヒ素およびその化合物
0.01mg/Ｌ以下 0.001mg/Ｌ未満
ベンゼン
0.01mg/Ｌ以下 0.001mg/Ｌ未満
総トリハロメタン
0.1mg/Ｌ以下
0.006mg/Ｌ
鉄およびその化合物
0.3mg/Ｌ以下
0.03mg/Ｌ未満
硬度
300mg/Ｌ以下
20.3mg/Ｌ
pH値
5.8～8.6
7.2
※検査結果は、新庄浄水場系エリアにおける給水栓での平均値

は

川面から望む盛岡の風景

表

昨年の産業まつりの
様子

ジ ャ ク サ

動物公園へ行こう

いわてまるごと科学館

将来を担う子どもたちが先端科学に触れることのでき
る「いわてまるごと科学館」を開催します。
■講演会
「ロボット時代の創造」
【講師】㈱ロボガレージの高橋智隆代表取締役
■特別企画
・恐竜くんトークショー「恐竜のふしぎ教えます！」
――など
■特別コーナー
・JAXAからの挑戦状！？宇宙飛行士選抜試験
・燃料電池自動車「MIRAI」と水素社会
――など
ミ

30人
※小学５～
６年生

無料★

２㍑の水道水を一生涯飲み続け
ても健康に影響の無い数値とし
て厳しく定められています。検
査期間は28年４月～29年３月。
28年度の詳しい検査
結果は上下水道局公式
ホームページや水質管
理センター窓口で閲覧
できます。
水道ぼうや

これからも、

ＮＥＣガリレオクラブ
テレビでおなじみの松延康先生と一緒に、 ７/22㈯
「科学捜査班 優子さん
低温プラズマ発光実験・光の三原色実験 13時半～15時
を捜せ」

なし

市は、市内に供給している水
道水を一般家庭の蛇口から定期
的に採水し、水質検査を行って
います。その結果、国が定める
水質基準値を全て満たし、高い
品質と安全性を確保していまし
たのでお知らせします。
水質基準項目は全部で51項
目。これらの基準値は、１日に

№4

守・破・離
しゅ

～全ての項目で安全性を確保～
安全でおいしい水道水を

７月の毎週日曜と17㈪
13時～13時20分
ワークショップ
吸水性ポリマーを使ってオリジナルの芳 ７月の毎週日曜と17㈪
「芳香剤」
香剤を作る
①10時半～12時②14時～15時半
７/８㈯
①南極の氷・石の展示
②ミニ制服試着コーナー＆記念バッジ作成 ①９時～16時
南極の氷がやってくる！
②③９時～16時
③海上自衛隊「しらせ」ＤＶＤ放映
～海上自衛隊南極観測船
④11時10分～11時25分
④南極の氷贈呈式
「しらせ」からの贈り物
⑤11時半～12時と14時～14時半
⑤「しらせ」のここが知りたい
⑥13時～13時50分※随時開催
⑥南極クイズ大会

サイエンスショー

定員
（※対象）

市長コラム

お届けします

子ども科学館 で遊 ぼう

水道水質検査結果のお知らせ

子ども科学館（本宮字蛇屋敷）で次のとおりイベントを開催します。【問】同館☎634-1171

映画のエキストラを募集
ま き

こ

盛岡と東京を舞台にした小説「終わった人」（原作：内館牧
ひ で

宝くじの収益金は
市のまちづくりに使われます

７月はごみの減量と正しい出し方を呼び掛けるキャンペーン月間。
市きれいなまち推進協議会と市町内会連合会、玉山地域自治会
連絡協議会、市が一体になり、ごみ集積場所での立会指導やのぼ
りの設置による啓発などを行います。詳しくは、資源循環推進課
☎626-3733へお問い合わせください。
【広報ＩＤ】1001627
≪キャンペーンの主な取り組み≫
○パトロールや立ち会い指導で
「ごみを出す日時・場所・分別ルール」
の周知啓発
○保育園と小学校で啓発教室の実施
○不法投棄と資源物持ち去り行為
きれいなまち推進員による
指導の様子
の監視強化

お

子さん）が今夏、中田秀夫監督により映画化されることになり、
市内で撮影が行われます。この機会にエキストラとして撮影に
参加してみませんか。どなたでも応募できます。詳しくは、盛
岡観光コンベンション協会内盛岡広域フィルムコミッションの
ホームページをご覧ください。
【撮影日時】７月25日㈫８時～15時※雨天の場合は翌日
※撮影状況によっては前後する場合あり
【撮影場所】いわぎんスタジアム（永井８）
【募集人数】500人以上（応募者多数の場合は先着順）
【広報ＩＤ】1019940

昨年度の
市への交付金は

約 4630 万円！

イメージキャラクター

３種類の宝くじ「サマージャンボ宝く
じ」と「サマージャンボミニ」、「サ
マージャンボプチ」が７月18日㈫、全
国で発売されます。
県内で宝くじを購入すると、その売り
上げに応じて市へ助成金が交付され、地
域経済の活性化に係る事業などさまざま
な分野に活用されます。宝くじはぜひ地
元で購入を。詳しくは、県市町村振興協
会☎651-3461へお問い合わせください。

クーちゃん
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