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子育て応援特集号

くれた皆さん

支えようみんなの手で―

子育て特集

あふれる子どもの笑顔と育てる喜び、
支えるみんなのあったかな手
盛岡の子育て事情を知ろう

盛岡のお父さん・お母さんが語る子育て事情。
あなたと同じ悩み、ありませんか――？

核家族化が進み、共働きやひとり親世帯が増えるな
ど、出産や子育てを取り巻く環境は変化してきていま
す。子育て中の親の負担を和らげ、子どもが元気に伸

なのでしょう。子育て中の親、地域、企業そして行政
の取り組みを紹介しながら、子どもと子育てに優しい
まちの在り方を考えます。

び伸びと成長するためにはどのようなサポートが必要

【問】子ども青少年課☎613-8356

アンケートでもこんな結果が出ています

ケース③：育児休業のこと

父親の

ケース②：地域の子育て、子育て経験者の支援
Ａさん（30代女性）
専業主婦・子ども２人

Ｂさん（30代女性）
会社員・子ども１人

Ｃさん（40代男性）
会社員・子ども１人

東京の実家ではよく母が子どもの
面倒をみてくれていたから、私よ
りなついていた気がする…

ケース①：子どもの遊び場や相談場所がほしい

※待機児童外：保護者が未就
労、または特定の保育所の
みへの入所を希望する人
※待機児童：保護者が働い
ているなど保育施設への
入所が必要な人
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精密機器開発・製造業

㈱アイカムス・ラボ

子の看護などのため時間単位で取得できる有給休暇や、育休社員に
ボーナスを支給する制度を始めました。きっかけは、ちょうど制度作り
ボーナスを支給する
の担当部署にいた社員が産休・育休に入ることになったこと。育
の担当部署に
休後に復帰しやすく働きやすい内容を自分の立場で考えても
休後に復帰
らいました。おかげで実用性のある制度になったと感じていま
らいました
す。若者や女性が安心して働き続けられる仕組みをつくるのは、
す。若者や女
企業として短期的にはリスクもありますが、長い目でみれば
企業として
「人財」が残ることにつながるほか、新たな採用面でも大き
「人財」
なメリットになります。将来を見据えた体制づくりを今
なメ
後も進めたいですね。
後も

校舎内鬼ごっこ、肝試し、冬の運動会

つ き しょう

みつる

ま さ と し

さん（40）＝月が丘三＝は「無理のない

程度なら手
伝いたいと
いう 潜在
的おやじ
はもっとい
るはず。一
歩踏み出し
て、まずは登録だけでも」と裾野の広が
りを期待します。２人は「知っている子
が増えて、運動会など学校行事に行くの
もすごく楽しくなるよね」と談笑します。

情報通信業

㈱ワイズマン

産休・育休中の社員に毎月、育児雑誌を送っています。社内報や人事
の情報なども同封。雑誌を送る担当者は直筆で「お子さんの写真、大歓
の写真、大歓
迎」「気軽に連絡して」などと書き添えていて、受け取る社員からは
社員からは
「会社から応援されている、つながっている感じが持てる」という感
」という感
想も寄せられます。そのせいか、休業中に子どもの顔を見せに来てく
せに来てく
れる社員も多く、また情報共有がされているためスムーズに職場復
に職場復
帰できるようです。この取り組みは10年以上続いていて、社内
社内
ではむしろ「当たり前」。定時より早く出社し早く帰る制度を
制度を
使って子どもの迎えに行く社員も多く、周囲もそれを特別に感
に感
じていません。子育て応援が社内に浸透しているようです。

え

―。子ども同士で会議を重ね決めたイ
ベントを、年４〜５回、縁の下で支える
のは、月が丘小の児童の父親らで構成す
る「月 小 おやじの会」。19年の発足時
から携わる石戸満さん（45）＝西青山二
＝は「会議から開催まで、教室や家庭と
違う場では普段と違う一面をのぞかせる
子も。親が子どもを多面的に理解するこ
とにつながっている」、代表の尾形将敏

H29

（定員）

︱

子育て応援が社内に浸透
子育て応援が社

父親の活動

H28

4500
4000
0

子育ては︑自分には関係ないと
思っていませんか

H26

き

２［広報もりおか 29.８.１］

母親たちが
作る子育て
サークルの
活動の支援
もしていま
す。高畑さ
んは「親た
ちが『ここに来ればホッとできる』と思
える場所が市内にもっと増えてほしい」
と話し、サロンで楽しそうに遊ぶ親子を
見つめほほ笑みました。

6500

500

か ぬか ゆ

も向けの本も多くある共有スペースは放
課後の子どもたちの居場所にもなってい
て、働くお母さんたちにも好評です。ま

た、子ども
が１人でも
気軽に食事
をしに来れ
る「こども
食堂」を他
団体と協力
して開催し、年間約1000食を提供して
います。沼田さんは「これからも地域の
事情に合った子育て支援をしていきたい
ですね」と語りました。

「私たちは地域みんなのおばあちゃん
役よね」と一緒に活動するメンバーと笑
顔で話すのは、松園地区で子育てサロン
の代表を務める主任児童委員の高畑アサ
子さん（66）＝北松園四＝。「子育て
に奮闘している親たちの息抜きの手助け
ができれば」と、同地区の民生委員・児
童委員７人で活動を続けています。同サ
ロンでは「にこにこ広場」と題して、キ
ッズダンス教室や英語の読み聞かせなど
を行うほか、親の悩み相談に乗ったり、

定員

600

総務部総務課

中ノ橋通一丁目にある通所介護施設
「フキデチョウ文庫」。１階は図書館の
ように本がずらりと並び、誰でも利用で
きる共有スペースとなっています。「地
域の人が気軽に立ち寄れる場所があれば
いいなと思って始めました」と話すのは、
運営するシアワセ計画舎代表理事の沼田
雅 充 さん（53）＝中ノ橋通一＝。子ど

7000
待機児童外
待機児童

鹿糠友季恵さん

気軽に立ち寄れる場所

700

空き待ち
児童

安心して働き続けられる企業に
けい じ

よしひろ

＝。「未来ある人たちに私たちが手

ひろし

人

800

保育園の新設などにより、
預かる児童の定員を増やし
ていますが、入所を待つ人
は減っていません。

児童）

子育ての息抜きを

を差し伸べ
る番。『週
休７日』だ
しね」と笑
顔で話しま
す。伊藤浩
さん（73）＝乙部４＝も同隊で長年活躍。
「通学時間帯に家の前に立つ、散歩つい
でに見守るだけでも十分」と、できる範
囲での協力を地区の老人クラブで呼び掛
けています。

取っていない
88.3％

0
※人数はいずれも４月１日現在 （空き待ち H25

片野圭二代表取締役

朝７時。都南東小スクールガード
「かがやき見守り隊」のメンバーは、
国道396号沿いの通学路で危険箇所に
立ち、子どもたちと元気なあいさつ
やハイタッチを交わして見送ります。
「現役時代は忙しくてわが子の運動会
にも行ったことがなく、地域で育てて
もらった。その恩返しの気持ちが活動
のきっかけかな」と語るのは、同隊副
代表の三田地義洋さん（74）＝乙部13

就学前児童の父親が、「育児休
業を取った、あるいは今取って
いる」と回答した人は0.8％に
とどまっています。取得してい
ない理由は、上位から「仕事が
忙しかった」「職場に育児休業
を取りにくい雰囲気があった」
「配偶者が育児休業制度を利用
した」となっています。

人

地域や企業の取り組みを紹介します
登下校の見守り活動

資料：子ども・
子育てに関す
るニーズ調査
（平成25年盛
岡市）

働いていなかった
1.1％
取った
0.8％

市の認可保育施設の定員と空き待ち児童の推移

そうなんだ。うちはまだ入園で
きてないから、妻の育休を延長
してもらって、ほとんど妻に頼
ってる。うちの会社は育休は取
りにくい雰囲気があるし…
(−̲−；)

たしかうちの近所に、親子で集
まれる場所があった気がするな
あ…

気になるー！平日もやっている
んだよね？私も今度行ってみよ
うかな。

無回答
9.8％

もう毎日が時間との闘いだわ！
送り迎えとか、熱を出したとき
とか…うちの会社は定時退社や
早退に理解がある方だけど、頻
繁だとなんだか申し訳なくて…

そう！見てて勉強になる！でも遠
くなってから相談もしにくくなっ
ちゃった。

こないだ子どもを連れて「つどい
の広場」で遊んできたよ。他のマ
マとも話ができて楽しかった♪

育児休業の取得状況

回答者数1843人

よかったね！保育園に通わせる
のはどう？慣れた？

年の功というか経験値というか、
やっぱり子育て経験者は上手だ
よね。

夫の転勤で盛岡に来たばかり。知
り合いも少ないし、一日中自宅で
子どもと過ごすことも多いかな。

こんな
サポート
ありますよ

うちの子、やっと保育園に入れ
たから、４月から職場復帰したの。

る
でき
たも
は
あな て支援
へ
子育 ページ
次の

［広報もりおか 29.８.１］３

あなたも
すぐできる！

周りの人のちょっとした手助けや見守りが、親を助け、
子育てを応援することにつながります。

６
子育て応援 アクション

１

２

３
交通安全・防犯のため
見守ろう

まずは元気にあいさつ！

５

４
子どもは泣くのが仕事。
温かい目で見守って

子どもは大人を見ています。
お手本になろう

６
子育ての経験を地域で
発揮しよう

市の取り組みを紹介します
の利便性を高めたほか、予算も重点的に配分しています。希望を
持って子どもを産み育てることができ、また、盛岡に住み続けた
いと思えるよう、子育て環境の充実に努めていきます。

していま
勤賞をとれるくらい利用していま
が大好き
す。子どもは先生や友達が大好き
まれる毎
で、早く行きたいとせがまれる毎
先生たち
日。走り回っていても、先生たち

①健やかに育つ

産後間もなく市の保健師さんが自宅を
産後間

くれるの
や他の保護者がケアしてくれるの

訪問してくれて、育児のほか、子ども
訪問し

で安心です。

の遊び場の情報を教えてもらったり、
の遊び
保育園の相談もできました。何より私
保育園

子どもの成長に応じた教育・
保育を支援します

渡辺佳寿美さん（29）

が家族以外の大人と話す機会が少なか
が家族

はな の

花野ちゃん（２）
＝好摩字夏間木＝

ったので、専門家に話を聞いてもらえ
ったの
たという安心感もありましたね。
たとい

●待機児童の解消

けん じ

はる の

伊藤健児さん（31）
・春乃ちゃん（１）
恵未さん（29） ＝月が丘一＝
え

・保育所の新設と改修を進めます
私立保育所の新設、改修により
入所定員の拡充などに努めます。
・認定こども園への移行を支援
子どもの教育と保育を一体的に
提供できる認定こども園への移行
を私立幼稚園に働き掛けます。こ
れまでに６園が移行しました。
・保育士を確保します
働きながら奨学金を返還してい
る新採用の保育士に、返還費用の
一部を補助するなど、保育の担い
手を確保しています。

み

②安心して育てる

●放課後の子どもの
居場所づくり
小学生が放課後に安心して過ごせ
るように放課後児童クラブを増や
します。28年度には２クラブが
新設、40クラブとなりました。
28年４月に新設された
上田第二学童保育クラブ

・乳児家庭を訪問します

・ワンストップで相談
28年４月に子育て世代包括支
援センターを市保健所に設置。妊
娠期から子育て期にわたる保健や
育児に関するさまざまな相談に応
じています。

てくれたりと、行事の組み方の配慮が
が

会員同士が子どもの預かりや育
児、介護などを支える活動を支援
しています。28年度は約3700件
の活動がありました。

ma＊mallで遊ぶ子どもたち

●親子で遊べる場を増やす

こ

っ

マ

モ ール

います。家にある材料でできるおも
ちゃの作り方を教えてもらったり、

りがたいですね。

子どもの年が近いお母さんと話せて

つどいの広場「K OKKO」を利用してい

4［広報もりおか 29.８.１］

松園地区の
子育てサロンの様子

松園地区の子育てサロンを利用して

保育にも柔軟に対応してくれるのがあ

賢太くん（４）
＝本宮六＝

ワーク・ライフ・バランスに関
する講座などを開催し、働く人も
育児に関わりやすい環境づくりを
進めるよう、企業などに働き掛け
ています。

子どもの健やかな成長のために、
28年４月に「子ども未来基金」
をつくり、１億円積み立てました。
28年度は企業や団体から約290
万円の寄付があり、約600万円を
市民団体などが行う子育て支援活
動に助成しました。

こ

「にこっこ」を開設しています。
29年４月には、新たな子育て応
援の拠点「ma＊mall」がオープ
ン。「子ども」をキーワードに、
市民や地域活動団体、企業などが
交流、連携できる場です。

●働く人も子育てに関わる

●子育て支援活動への助成

親子が自由に楽しく遊びながら
子育てに関する相談もできる施
設・つどいの広場「K OKKO」

うれしいです。保育機能もあり、延長
長

舘澤睦 子 さん（42）

民生委員・児童委員が親同士の
交流や悩み相談などができる子育
てサロンを開設する際に、情報発
信などの支援をしています。現在、
子育てサロンは市内６地区にあり
ます。

楽しいです。手作りおもちゃに子ど

ます。幼稚園などの情報交換もできるし、
息子は年の近い友達ができました。駐車
料金も安く、買い物をして帰れるのです
ごく助かっています♪

もも夢中！
か

な

こ

力を合わせて子どもを育み、
未来へつなげよう

№５

盛岡市長

私が子どもの頃は、隣近所の家にわが物顔で出入りして
（笑）、一緒に食事をしたり、自分の子どものように接し
てもらっていました。一方で自分の子どもとは、一緒に剣
道をしたりもしましたが、仕事が忙しく、子育てに関わる
時間が十分だったろうか―と思う時もありますね。
子どもは地域の宝。これからの盛岡を背負って
らの盛岡を背負って
立つ大切な存在です。子育ての孤立化が問題に
の孤立化が問題に
なっていますが、市民の皆さんが少しずつ力を
んが少しずつ力を
発揮することが、子育て中の親を支え、子
親を支え、子
どもを育むことにつながります。盛岡の
す。盛岡の
まちを明るい未来につなげるために、
ために、
一緒に取り組みましょう。

みんなで子育てを支えるまちに―
子育ては、親だけでなく地域や社会全体で支えるもの―。
子育ては 親だけでなく地域や社会全体で支えるもの
それは決して言い過ぎではありません。バスの中や病院の待
合室など公共の場で子どもが泣いてしまい、お母さんがあや
しても泣き止まない光景を見たことはありませんか？ 「う
るさいな」と、内心感じることがあるかもしれません。けれ
ど「元気なお子さんですね」とにっこり微笑みかけてみてく
ださい。それだけで、「みんなに迷惑をかけている」といた
たまれない気持ちになっているお母さんの心はスッと軽くな
るのでは。
こんなふうに、誰でもできることはあります。そして、子
どもや子育てに優しい人がいるまちは、誰にとっても住みよ
いまちになるでしょう。
私たち一人一人、地域、企業そして行政が、それぞれにで
きること、やるべきことを考え、実践していくことで、子ど
もたちと盛岡の未来につながっていくはずです。

今回の特集について①記事の内容②
デザインやレイアウトへのご意見を
お待ちしています。回答は市公式
ホームページ専用フォームかはがき
でお寄せください。住所、氏名、年
齢、職業も忘れず
明記してください。
８月14日㈪17時
必着です。
【広報ID】1020399

抽選で
人に︑盛
岡特産
品
ブランド
認定商品
をプレゼ
ント♪

●ファミリーサポート
センター事業

認定こども園は、行事を半日だけにし

●子育てサロンの実施を支援

●子育ての孤立を防ぐ
保健師、助産師が生後４カ月まで
の乳児がいる家庭を訪問し、親一人
一人の不安や悩みを聞いています。

③みんなで育てる
ワーク・ライフ・バランスを進め、
まち全体で子育てを支える体制に

子どもと向き合い、成長に喜び
を感じられる環境をつくります
認定こども園第１号の
盛岡幼稚園

職場でも子育ての話に耳を
傾けてみよう

市長コラム
好摩保育所「なかよし広場」を皆

子ども・子育ての事業は「子育て応援プロジェクト」として、
市が力を入れて取り組んでいる施策の一つです。29年度は新た
に「子ども未来部」を設置し、子育てに関する相談や届け出など

子育て特集
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千葉嘉奈子さん（35）
か なと

翔湊くん（２）
＝夕顔瀬町＝

み

さ

こうよう

千葉美沙さん（28）・公陽くん（10カ月）
＝西松園三＝

［広報もりおか 29.８.１］5

北上川のゆったりした流れを満喫
し︑当時の風景に思いをはせました

歴史を学び川に親しむ
北上川で舟下り体験イベント
しゅう

ぐ り ぶ ね

んな思いを組み合わせて、新しい盛岡のまちづくりにつな
げたい」と意欲を語っていました。

旭橋上流から明治橋たもとまでの約２㌔を
ゴムボートで下る参加者

12

vol.56
生まれは志家町で、高校まで過ごしまし
た。国道106号が開通する前で住宅も少な
く、あの辺りは一面「志家田んぼ」と呼ば
れていましたね。近所には子どもがたくさ
んいて、年齢に関係なく一緒にドジョウや
イナゴを捕ったり、冬は氷の張った田んぼ
で長靴スケートをしたりして遊びました。
当時あった松屋デパートに子どもだけで行
き、生まれて初めてテレビを見たことも覚
えています。盛岡バスセンターができた時
は、家族そろって２階のレストランに行っ
たことも印象深いです。初めて飲んだコー
ラはおいしいというより苦かったですね。
進学・就職でいったん盛岡を離れました
が、42年前に帰郷し日本茶の販売を始め

ロマン・トリグベンコさん
＝ロシア＝

イ・ワンゴンさん
＝韓国＝

ボルドバヤルさん
＝モンゴル＝

チナルグリ・イミティさん(左)
ハミダ・ショカットさん
＝新疆ウイグル自治区＝
し ん きょう

みんなで参加で
きる
さんさ踊りが好
き！

お

ぐ ん い ち

学。同会の村井軍一会長は「川を活用し、川に対するいろ

もりおか今昔物語

in
世界の屋台村
（７月８日）

モンゴルのうど
んに似て
いて麺類がおい
しい！

イベントに合わせ展示された
小繰舟・ごんべえ丸は全長 ㍍

上川に舟っこを運航する盛岡の会主催）が６月17日に初
めて開かれました。舟運の歴史探訪舟下り体験では、参加
者はおよそ30分かけて北上川を下り、また当時の舟橋の
再現映像や、米などの運搬に使われた小繰舟（復元）を見

橋

冷麺がおいしい
！
高松の池もお気
に入り

藩政時代、物資輸送の大動脈であった北上川の「舟
運」。この歴史を理解し、地域の活性化と観光振興につな
げていこうと、「北上川フェスタ IN MORIOKA」（北
う ん

盛岡の
お気に入り
を教えて！

気
かで空 が き れ
い
が静
街 連れ で も 安 心 なと ！
も
こ
ど
ろ
子

ふがおいしい
とう 岩 手 山 も ！
る
イイ
ら見
ね
か
！

ちょう な ん な ん

張楠楠さん
＝中国＝

若い人と一緒に
活気のあるまちづくりを

取材

突撃

ま さ ゆ き

渡邊正行さん（69）＝青山三＝
ました。青山は戦後の街ですから、新しい
住人が入ってくることに抵抗がないんです。
最近はマンションができて若い家族も増え
ていますし、起業や出店をする若い人もい
ます。地元の商店街として親しまれる存在
となるよう、彼らを後押ししながら住民同
士が交流できる機会を作っていきたいです。
次回は、渡邊さんが紹介する人が登場します。

シリーズ「盛岡さんさ踊り・40年を振り返る」最終回

参加者
募集

盛岡文士劇
岡
チケット先行販売
12月に開催される盛岡文士劇のチケットを先行販
売します。なお、一般発売は10月５日㈭からです。
【問】盛岡劇場☎622-2258
昨年の現代物の様子

【公演日時】全３公演
①12月２日㈯17時半〜
②12月３日㈰13時〜
③12月３日㈰17時半〜
【場所】盛岡劇場（松尾町）
【内容】

26年記録会当日の様子

盛岡秋まつり山車
（左から）ギネス公式認定員と谷藤市長、
くにひさ

盛岡商工会議所の谷村邦久会頭

ウンサーらが出演

※座席指定はできません

▼

▼

【先行販売の枚数】
３公演とも各100枚
【費用】１枚3000円（全席指定）

盛岡さんさ踊りの迫力ある太鼓の
音。祭り期間中は、４日間で延べ１万
3000人ものたたき手が祭りを盛り上
げます。盛岡さんさ踊り実行委員会
は、和太鼓同時演奏の世界記録保持者
としてギネス世界記録 ®に認定されて

運行40回記念
運行
回記念

秋の訪れを告げる恒例の「盛岡秋まつり」が９月14日㈭から16日㈯
まで開催。豪華絢爛な山車が市内を練り歩きます。盛岡観光コンベンシ
ョン協会は、今年で運行40回を迎える同協会の山車の引き手などへの
参加者を次のとおり募集します。なお、はんてんと食事は同協会が用意
しますが、その他の祭り装束は各自で用意してください。

第一部：現代物「あと、ふたっ
つ」（内海隆 一 郎「パズルのかけ
ら」より）。フリーアナウンサーの
畑中美 耶 子さんや県内各局のアナ

【問】
観光交流課
☎613-8391

世界一の「和太鼓同時演奏」

います。同実行委員会が世界記録に初
めて挑戦したのは平成19年。盛岡競
馬場で、2571人による同時演奏とい
う記録を樹立し、当時の世界一に認定
されました。
しかし、この記録は23年に熊本市
で開催されたイベントにより破られて

しまいます。そこで同実行委員会は、
この記録を塗り替えようと、再挑戦す
ることにしました。そして26年６月
29日、県営運動公園陸上競技場で同
時演奏記録に挑戦。3437人という記
録で、世界一奪還を果たしました。
名実共に世界一の太鼓パレードとな
った盛岡さんさ踊り。８月４日の19
時20分頃から行われる「太鼓大パレ
ード」では、太鼓のたたき手だけによ
る演奏が披露されます。観客の心と体
に響き渡る圧巻の太鼓の音をお楽しみ
ください。

りゅう い ち ろ う

み

や

こ

▼

まき

こ

さ

おり

市内外で活躍する文士が出演
市

※振込手数料・郵送料は別途

昨年の時代
代代物の様子

【申し込み】往復はがきに郵便番
号と住所、名前、電話番号、希望
公演回の番号（①〜③）、希望枚
数（２枚まで）を記入し、〠0200873松尾町３-１、盛岡劇場内
「文士劇公演実行委員会事務局」
へ。９月８日㈮必着。販売枚数を
超えた場合は抽選
※往復はがきは１人につき１通のみ。
記載事項に不備があった場合は無効
になります。油性のボールペンなど
で消えないように記入してください

広

告
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※小学３年生以下は保護者同伴

【定員】200人
※３日間のうち、希望する日だけ
の参加も可

■小太鼓打ち
【対象】３日間参加できる小学
４〜６年生 ☆【定員】35人
■音頭上げ・笛
【対象】３日間参加できる中学
生以上 ☆【定員】各20人
☆小太鼓打ちと音頭上げ、笛に参加
する人は、９月に10回ほど開く練
習会に参加してください

【参加料】１人3000円
※未就学児は500円。ただし食事
（昼食など）は付きません

【申込方法】往復はがきに住所と
名前（ふりがな）、性別、勤務先
（学校名・学年）、電話番号、参
加区分（引き手、小太鼓打ち、音
頭上げ、笛）、引き手の場合は
参加できる日も記入し、〠0200871中ノ橋通一丁目１-10、盛
岡観光コンベンション協会山車参
加係へどうぞ。はがき１枚に付き
１人まで。親子で参加する場合も
それぞれでお申し込みください。
いずれも定員を超えた場合は抽選
【申込期限】小太鼓
打ちと音頭上げ、笛
は８月15日㈫必着、
、
引き手は８月31日
㈭必着
【問】同協会☎621-8800

見守り つなぐ

ＶＯＬ.４

民生委員・児童委員
〜100年間、このまちとともに〜

サポート活動の様子

第二部：「口上」。盛岡文士劇実
行委員会の委員が出演
第三部：時代物「盛岡文士劇版
『ロミオとジュリエット』」。作家
の内館牧 子さんや久美沙 織さんら、

■山車の引き手
【対象】誰でも参加できます

民生委員・児童委員は子育てをサポートする活
動も行っています。今回はその活動を紹介しま
す。【問】地域福祉課☎626-7509
〜主任児童委員とは〜
担当区域を持つ児童委員とは別に、児童の福祉に関
する事項を専門的に担当しています

◎太田地区子育て広場「すてっぷ」
「親子で楽しんでもらい、少しでも子育て中の
皆さんのお役に立てれば」と話すのは、主任児童
委員の古川公子さんと佐々木ルリ子さん。太田地
区活動センターでは月１回、子どもたちが走り回
ったり、読み聞かせに夢中になったりとのびのび
過ごしています。９年目になるこの活動は、保護
者からも育児の気分転換になると評判です。
き み

広

こ

◎大慈寺・中野地区子育てサロン
大慈寺児童センターで年に５回行われる子育て
サロン。就園前の子どもと保護者が、体操や絵本
を楽しんでいます。運営の中心は主任児童委員の
花田陽 子 さんと佐藤美 貴 子 さん。参加者からは
よ う

こ

み

き

こ

「委員だけでなく他の保護者から子育ての経験談
やアドバイスを聞けて勉強になる」などの声もあ
り、保護者同士の交流の場にもなっています。

※親子で参加できる集まりは各地域で開催されていま
す。詳しくは、地域福祉課へお問い合わせください

告
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もりけんに挑戦（27年度３級問題） （正解は10ページに掲載）
盛岡弁で「キミ」とは何のことですか？
①スイカ ②トウモロコシ ③エダマメ ④ナス

情報インデックス
ゆうゆう

●成年後見相談
【日時】８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）
【費用】無料【申し込み】同
センター☎626-6112で電話受け付け

●空き家・空き地無料相談会
【日時】
８月21日㈪10時〜17時
【場所】
プラ
ザおでって
（中ノ橋通一）
【受け付け内容】
空き家の処分方法など【定員】
24人【申し
込み】
くらしの安全課☎603-8008で８月
３日㈭８時半から先着順に電話受け付け

●リハビリ無料相談会

盛岡市・矢巾町・紫波町にまたがる
「みち

●ふれあい広場

●動物公園へ行こう

【日時】
８月〜９月の毎週木曜、11時〜13
時【場所】市役所本館１階ホール（内丸）
【内容】障がい者施設による食品などの
販売【問】障がい福祉課☎613-8346

動物公園（新庄字下八木田）で次のイ
ベントを開催。参加は無料ですが、いず
れも入園料が必要です。
【問】動物公園
☎654-8266 野遊びフェスティバル
【日時】８月13日㈰13時〜15時【内容】
植物を使った工作など 動物たちに夏
の冷たいおやつプレゼント【日時】８月
14日㈪・15日㈫、11時〜13時

●「こびるカフェ」〜ふくろうや
動物たちと触れあおう〜
【日時】８月５日㈯11時〜16時【場所】
見前南地区公民館（西見前13）
【費用】
無料【問】同館☎601-6735

●もりおか歴史文化館へ行こう
もりおか歴史文化館（内丸）で表１
のとおりイベントを開催。なお、８月15

表１ もりおか歴史文化館の各種イベント
イベント名
内容（費用）など
企画展「ANIMALｓ× 盛岡の歴史の中に登場する動物
morioka〜資料のなか について美術工芸品などを通し
の動物たち〜」
て紹介（展示室入場料が必要）
同展について学芸員が解説
ギャラリートーク
（展示室入場料が必要）
参加型アートプロジ 動物の塗り絵を自由に塗り、個
ェ ク ト 「 塗 り 絵 で 性あふれる動物でいっぱいの森
ANIMALｓ」
を作る（無料）

告
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●原敬記念館へ行こう

●盛岡広域・盛岡手づくり村
夏まつり2017
【日時】８月13日㈰〜15日㈫、９時〜
16時【場所】盛岡手づくり村（繫字尾入
野）
【内容】盛岡広域から出店する屋台

定員

10/９㈪まで
９時〜19時

なし

８/13㈰・10/１㈰
13時半〜14時

各回
20人

10/９㈪まで
９時〜19時

なし

お知らせ

●ひきこもりに関する公開講座

●子ども科学館で遊ぼう

子ども科学館の各種イベント
イベント名
内容（費用）
万華鏡の仕組みを学びながら液
ワークショップ
体万華鏡を作る（300円）
「液体万華鏡」
※各日９時から先着順に整理券
を１人１枚配布
映画音楽を聞きながら星空を楽
星音〜子ども向け映
しむ（４歳〜中学生200円、高
画音楽 その１〜
校生以上500円）
サイエンスショー ドライアイスを使った実験ショー
「ドライアイス」 （展示室入場料が必要）
高木先生の実験工作 岩手大の高木浩一教授との楽し
教室
い実験と工作（①各100円②各
①空き箱分光器
200円③各500円）
②振動おもちゃ
※各日９時から先着順に整理券
③ソーラーランタン を１人１枚配布
表紙を開け閉めするとイラストが動
うごくカード
いて見えるカードを作る（150円）

日時
定員
８/６㈰・19㈯・20㈰
10時半〜と11時半〜、 各回
14時半〜、15時半〜
20人
※各30分間
各日
８/６㈰〜20㈰の土・日曜
160
と祝日、16時半〜17時
人
８月の毎週日曜と11㈮・
なし
12㈯、13時〜13時15分
①８/11㈮②８/12㈯③８
/13㈰、９時15分〜と11 各回
時15分〜、14時15分〜 20人
※各１時間
８/27㈰・９/３㈰、10時 各回
半〜12時と14時〜15時半 30人

▼

▼

▼

接骨院の日曜当番

【日時】８月23日㈬13時半〜15時【場
所】市保健所（神明町）
【内容】ひきこも
りと家族の対応についての講演【対象】
ひきこもりの家族がいる市民【定員】80
人【費用】無料【申し込み】８月４日㈮
９時から保健予防課☎603-8309で先
着順に受け付け

子ども科学館（本宮字蛇屋敷）で表
２のとおりイベントを開催します。
【問】
同館634-1171

書

（♥）は幼児〜小学生対象の催しです
視覚障がい１級・２級の身体障害者
■市立図書館（高松一☎661-4343）
手帳を持っている人などを対象に、点
◎えほんのへや（♥）
字ディスプレーを給付します。申請方法
など 詳しくは、障がい福祉課☎ 613- 【日時】
総合計画に即した市政の運営に意見
８月３日〜17日、木曜、
15時半〜16時
8346 へお問い合わせください。
【 申請
を述べる委員を２人募集。応募資格や
◎おはなしのじかん
期 限】８月 31 日㈭ 17 時【給付 台 数】 【日時・対象】８月12日㈯、11時〜11時
応募方法など詳しくは、市公式ホーム
10 台※応募多数の場合は抽選
ページをご覧ください。
【任期】10月１
20分は４歳〜小学１年生、11時半〜12
日㈰から２年間【応募期限】８月31日㈭
時は小学２年生以上
●特別弔慰金の請求をお忘れなく
【問】企画調整課☎613-8394【広報Ｉ
■都南図書館（永井24☎637-3636）
Ｄ】1020211
◎真夏のこわいおはなし会
戦没者などの遺族に支給している特
【日時】８月10日㈭14時〜15時
別弔慰金の請求期限は平成30年４月２
●追悼サイレン
【対象】５歳〜小学生
日㈪です。対象者や請求方法など詳し
◎おとぎのへや（♥）
くは地域福祉課☎626-7509へお問い
戦没者の冥福を祈り、市役所屋上と
【受付時間】９時〜17時
【日時】毎週土曜、14時半〜15時
合わせください。
【支給内容】額面25万
玉山地域の防災無線で追悼サイレンを
※当番院が変更になることがあるので、事
■渋民図書館（渋民字鶴塚☎683-2167）
円、５年償還の記名国債
鳴らします。 広島の原爆投下：８月６
前に電話で確認してから利用してください
日㈰８時15分 長崎の原爆投下：８月
◎えほんのへや
●各種手当の更新時期です
月日
接骨院名
電話番号
９日㈬11時２分 終戦記念日：８月15
【日時】８月16日㈬15時半〜16時
８/６ みかわ整骨院
（西仙北一） 681-2577
【対象】小学１年〜３年生
日
日㈫12時【問】総務課☎626-7513
次の手当を受けている人は、更新手
８/13 接骨院りゅう（本宮一） 636-0066
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
８/20 ふくしま整骨院
（下飯岡11）639-7557
８/27 さとう整骨院（月が丘一） 641-7586
◎おひざにだっこの会
市は、30年度採用の市職員を募集します。募集する職種や人数、
受験資格は表のとおりです。
【試験日】９月17日㈰※試験会場は受験票送付時に通知
【受験案内】受験案内と申込用紙は８月１日㈫から、市役所本館４階
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。
の職員課と同１階の窓口案内所、各支所などに備え付けます。郵便で
請求するときは返信先を記入し、120円切手（速達希望の場合は400
区
日
名称
所在地
電話番号
円切手）を貼った返信用の角２封筒を同封し、
「受験案内請求」と明記
分
船山内科クリニック
下ノ橋町４-15
606-0812
の上、
８月15日㈫までに〠020-8530（住所不要）市役所職員課へ送
内
児島内科小児科医院
みたけ三丁目11-36
641-3310
付 ください
付して
621-1234
外 たぐち脳神経外科クリニック 本町通一丁目４-19
【申し込み】８月１日㈫〜８月21日㈪、８時半〜17時半、職員課で受
上田一丁目19-11
651-1369
８/６ 小 西島こどもクリニック
け付け。郵送は８月21日㈪消印有効
歯 まさデンタルクリニック
永井12-117-１
637-8881
㈰
せせらぎ薬局
下ノ橋町６-８
603-5505
【問】職員課☎626-7505【広報ＩＤ】1012039

●てがみシアター

兜明神登山などを行います。申し込
み方法など詳しくは、市公式ホームペー
ジをご覧ください。
【日時】９月２日㈯９
時〜14時【場所】区界高原少年自然の
家（宮古市）
【対象】小・中学生と保護
者【定員】約30人【費用】1100円【申
込期限】８月18日㈮【問】同自然の家☎
0193-77-2048【広報ＩＤ】1000876

図

●点字ディスプレーの給付

●市総合計画審議会委員を募集

【日時】８月19日㈯14時〜15時【場所】
盛岡てがみ館（中ノ橋通一）
【内容】朗
読家のＭａｊｕさんが舟越保武の手紙
などを朗読【費用】入館料が必要【問】
同館☎604-3302

●区界土遊塾

みちのくコカ・コーラボトリングリン
ク（本宮五）：８月14日㈪〜16日㈬と27
日㈰は、大会のためメインリンクは終日
利用できません。
【問】同リンク☎6015001 市立総合プール（本宮五）：８
月15日㈫ は設 備メンテナンスのため
終日利用できません【問】同プール☎
634-0450

・

全国21校の高校生歌人が短歌を詠
み競い合います。
【日時・内容】①開会
式など：８月18日㈮15時〜15時半②個
人・団体戦：19日㈯10時〜17時③個人・
団体 戦 決 勝：20日㈰10時〜15時【場
所】①姫神ホール（渋民字鶴塚）②・③
盛岡劇場（松尾町）
【費用】無料【問】
観光交流課内、同大会実行委員会事務
局☎613-8391【広報ＩＤ】1019426

表２
日時など

８/6㈰〜13㈰、10時半
盛岡の歴史・文化を中心にした
〜12時と13時〜15時
各回
夏休み自由研究相談室 自由研究の相談（無料）
【申し込み】希望日の前日 10人
【対象】小学生
までに同館へ電話申し込み
画家の今泉裕紗さんが似顔絵を ８/29㈫10時〜16時半
似顔絵プレゼント
描いてプレゼント
【申し込み】８/９㈬11時 16人
（無料）
から同館で電話受け付け

広

【日時】８月11日㈮〜15日㈫、10時〜
16時【場所】志波城古代公園（上鹿妻
五兵衛新田）
【内容】投げつぼや貝合わ
せなど古代の遊びや、火おこし体験など
【費用】無料【問】同公園☎658-1710
【広報ＩＤ】1009490

くら の すけ

【日時】８月４日㈮10時半〜11時
【対象】０〜４歳
■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
【日時】８月９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】８月５日㈯10時半〜11時40分
【内容】
「ランボーのうそ」など４本
◎ふたばおはなし会
【日時・対象】８月９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
◎おはなしのひろば
（♥）
【日時】８月19日㈯10時半〜11時10分
■松園地区公民館（東松園二☎661-8111）
◎あそびの広場
【日時】
８月18日㈮10時〜12時【内容】フ
ルートやギター演奏を聞きながらのおも
ちゃ遊びなど【対象】０歳〜就学前の子

▲

●みちのく湯遊街道スタンプラリー

原敬記念館で次のイベントを開催。
費用は無料。当日会場へどうぞ。
【問】
同館☎636-1192 手作り紙芝居によ
るお話会「もりおかの伝説」
【日時】８
月12日㈯、11時10分〜40分と15時半
〜16時 生家で寺子屋（自由研究サポ
ート編）
【日時】８月12日㈯13時半〜15
時半【内容】原敬の生き方や業績など
をテーマとした夏休みの自由研究をサ
ポート【対象】小・中学生※小学１・２年
生は保護者同伴

●古代の遊びでたのしもう！

▲

【会期】９月10日㈰まで、10時〜17時
【場所】市民文化ホール展示ホール（盛
岡駅西通二）
【内容】当時の色調と質感
を最新技術で再創造した「リ・クリエイ
ト」作品67点を原寸大で展示【費用】
小学生〜高校生500円、大学生・一般
1000円【問】同ホール☎621-5100

■原爆写真パネル展【期間】
８月２日㈬
〜15日㈫【時間・場所】
９時〜16時半は中
央公民館（愛宕町）、
９時〜18時（土・日曜、
祝日は17時まで）
は都南図書館（永井24）
と姫神ホール（渋民字鶴塚）
【費用】無料
【問】総務課☎626-7513
原爆による無縁死没者遺骨名簿の
公開【日時・場所】８月２日㈬〜15日㈫、
９時〜16時半は中央公民館、21日㈪以
降は市役所本館５階の地域福祉課【内
容】広島の原爆供養塔と長崎の原爆追
悼祈念堂に遺骨が安置され、親族が不
明な人の名簿を公開【問】地域福祉課
☎626-7509
■県原爆死没者追悼式典・原爆パネル
展【日時・内容】①原爆写真・パネル展：
８月５日㈯・６日㈰、９時〜20時※６日は
17時まで②追悼式典：８月６日㈰13時
〜14時半【場所】上田公民館（上田四）
【費用】無料【問】県原爆被害者団体協
議会の下村事務局長☎090-3367-7019

▲

●フェルメールとレンブラント
オランダの２大巨匠展

【日時】８月11日㈮10時〜15時【場所】
都南つどいの森（湯沢１）
【内容】自然
散策やスタンプラリーなど【問】同施設
☎637-0876【広報ＩＤ】1020043

【日時】11月８日㈬18時半〜21時半【場
所】市民文化ホール大ホール（盛岡駅西
通二）
【内容】俳優の佐々木蔵之介さん
主演の舞台【費用】全席指定。１・２階
7500円、３階席5000円。８月24日㈭10
時から同ホールや市内プレイガイドで発
売【問】同ホール☎621-5100

続きが必要です。送付した案内に記載
のとおり手続きしてください。詳しくは、
市公式ホームページをご覧ください。
児童扶養手当【問】子ども青少年課☎
613-8354【広報ＩＤ】1002494 特
別児 童 扶 養 手当 障 害児福 祉手当・
特別障害者手当【問】障がい福祉課☎
613-8346【広報ＩＤ】1004104

▲

し

●全国高校生短歌大会
（短歌甲子園2017）

●各施設の利用制限

市職員
を募集

催

●つどいの森 山の日祭り

●「リチャード三世」

▲

【日時】
８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

●世界の恒久平和に願いを

や夏まつり限定の工芸品販売など【問】
同手づくり村☎689-2201

▼

【日時・場所】８月8日㈫・10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

日㈫は開館し、22日㈫に休館します。
【問】同館☎681-2100

▼

●夜間納付相談

のく湯遊街道」沿いにある温泉施設や産
直など３カ所以上でスタンプを集めると特
産品などが抽選で当たります。
【期間】
８月
１日㈫〜10月15日㈰【問】観光交流課内、
盛岡・矢巾・紫波広域観光推進協議会事
務局☎613-8391
【広報ＩＤ】
1017240

▼

談

■

相

表

募集する職種や受験資格など
職種
区分 人数
受験資格
平成４年４月２日〜平成12年４月１日生まれ。
高校卒
ただし、短大卒以上の学歴を有する人（平成30年３月31日までに
程度
数人 卒業見込みも含む）およびこれと同等の資格を有する人を除く
一般事務職
平成２年４月２日〜平成10年４月１日生まれ。
短大卒
ただし、大卒または平成30年３月31日までに大学卒業見込み
程度
の人を除く
平成２年４月２日〜平成12年４月１日生まれ。
高校卒
ただし、短大卒以上の学歴を有する人（平成30年３月31日までに
程度
数人 卒業見込みも含む）およびこれと同等の資格を有する人を除く
土木技術職
昭和63年４月２日〜平成10年４月１日生まれ。
短大卒
ただし、大卒または平成30年３月31日までに大学卒業見込み
程度
の人を除く
栄養士
数人 昭和63年４月２日以降生まれ
作業療法士
１人 昭和55年４月２日以降生まれ
障がい者を対象とし
数人 昭和63年４月２日〜平成12年４月１日生まれ
た一般事務職

広

休日救急当番医・薬局

薬

内
外
８/11 小
歯
㈮
薬

内
外
８/13 小
㈰
歯
薬

けい福薬局
下小路薬局
あおば薬局上田店
小坂内科消化器科クリニック
池田内科
ブレスト齊藤外科クリニック
中村こどもクリニック
たかはし歯科医院
永井中央薬局
上太田薬局
とけい台薬局
ミルキー薬局
川久保病院
くどう医院
わたなべおしりのクリニック
川久保病院
高山歯科医院
オーロラ薬局
前九年薬局
ひだまり薬局

みたけ三丁目11-36
本町通一丁目６-31
上田一丁目18-50
永井19-258-１
上太田弘法清水10-３
本宮六丁目17-６
上厨川杉原50-47
月が丘一丁目27-45エンジェルビルⅢ１-B
永井19-253-１
上太田弘法清水１
本宮六丁目２-26
上厨川字杉原50-48
津志田26-30-１
前九年三丁目16-15
本宮五丁目１-３
津志田26-30-１
茶畑一丁目１-６-Ｃ棟２階
南仙北三丁目２-30
前九年三丁目16-10
本宮五丁目１-１

613-2107
604-9101
622-0370
605-6050
659-0310
631-3770
648-7711
643-8880
605-7050
658-1055
631-3115
646-0369
635-1305
647-3251
658-1003
635-1305
651-8241
635-1233
648-8101
658-1313

告
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もっと知りたい！盛岡

盛岡花火の祭典

■無料駐車場

市公式ホームページ

①中央卸売市場（600台）
②キャラホール（350台）

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

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！

８/11㈮
都南大橋下流北上川西側河畔

地図

①
中央卸
売市場

プレイベントスケジュール
開催時間
イベント
18：00〜18：20
乙部さんさ踊り
見前中「見中ソーラン隊」
18：25〜18：35
18：40〜18：55
下永井獅子踊り保存会

③

都南
分庁舎
●

②

都南大橋

ふれあいラ
ンド岩手
●

迂回路
迂回路
路

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。

■シャトルバス

■臨時バス

【行き】17時〜19時：中央卸売市場→盛岡赤十字

【行き】盛岡駅前→盛岡赤
十 字 病院前 の 路 線 バ ス を

【帰り】盛岡赤十字病院前
→盛岡駅の路線バスを20

15時45分〜17時45分に随

に
時半〜21時20分に

時運行（途中下車は不可）

随時運行

病院前、岩手飯岡駅→盛岡赤十字病院前
【帰り】20時20分〜21時半：盛岡赤十字病院前→
岩手飯岡駅→中央卸売市場
【片道料金】小学生以下150円、中学生以上300円

８/５㈯

第28回

【問】盛岡花火の祭典実行委員会
会
3399
（盛岡商工会議所都南支所）☎638-3399
地図

【問】

広

※荒天時は、屋台出店と花火のみを６日㈰15時〜20時
半に延期。その他のイベントは中止

告
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N

ＪＡ新いわて

渋民中

渋民小

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
ナチュラルコム㈱
☎019-652-9190へどうぞ

もりけんに挑戦
（９ページに掲載）の答え
②トウモロコシ

編集後記
今年も夏本番！といった季節に
なりました。猛暑が続いていま
すが、みなさん体調にはお気を
付けください。私も暑さに負け
ない体力作りを頑張りたいと思
っています。（ま）

コメリ
渋民保育園

玉山総合
事務所

石川啄木
記念館

※会場内には駐車できません

■シャトルバス
渋民駅と会場間の無料シャトルバスを
14時半〜21時に随時運行
※花火打ち上げ前後は車の渋滞が予想されます。
公共交通機関をご利用ください
昨年の同
まつりの様子

玉山夏まつり実行
委員会（産業振興
課）☎683-3852

イベントスケジュール
開始時間
イベント
オープニング・屋台出店・大型遊具
14：55
（ふわふわ）受け付け
お遊戯（渋民保育園・下田保育園・好
15：00
摩保育所）
15：20 フラダンス（カナロア フラ）
県立大学ダブルダッチサークルによる
15：55
ダブルダッチ
16：25 消防団による「梯子乗り」
「LipsDanceSchool」によるダンス
16：55
パフォーマンス
17：30 浴衣コンテスト
18：35 玉山音頭・さんさ踊り・盆踊り
19：40 花火打ち上げ（約5000発）

臨時無料駐車場

会場

渋民運動公園（川崎字川崎）

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」

19時〜20時半の間は、都
南大橋・国道396号間の通
行は歩行者含め全面禁止

シャトルバス発着所

市公式ツイッター
https://twitter.com/moriokashi
https://www.facebook.com/
moriokashi

う か い

キャラ
ホール

N

396

会場

指定席：1600円
イス席（パイプイス）：1600円

盛岡赤十字
病院

IC

岩手飯岡駅

▲ ▲ ▲

入場料：400円（中学生以上）

津志田
交差点

全て15時半から販売します。

盛岡南

■当日券（入場料を含む）

ジャムフレンド
盛岡南店

車両の通行止め
【時間】18時〜21時半
【区間】国道４号津志田
交差点〜国道396号都南
大橋東たもと交差点、ふ
れあいランド岩手前通り

パソコンやスマホからどうぞ
パソコン
ソコンやス
やスマホ
ホからどう
からどうぞ
ど 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。

駐車場と交通規制

19時25分〜20時半
※小雨決行。天候不良の場合は12日㈯に順延

▼

③ジャムフレンド盛岡南店の道路沿いの一部
（250台※18時〜21時半は交通規制あり）
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