
  

  

  

ツシマヤマネコパネル展
【日時】９月７日㈭～26日㈫、９時半～16時半
【場所】動物公園（新庄字下八木田）
【内容】絶滅危惧種・ツシマヤマネコの生態や生
息環境保護活動の様子などをパネルで紹介
【費用】無料※入園料が別途必要
【問】同公園☎654-8266

動物公園
絵画コンテスト
【日時】９月16日㈯～18日㈪、９時半～15時※優
秀賞作品の展示は10月12日㈭～11月７日㈫
【場所】動物公園（新庄字下八木田）
【内容】同公園内の動物を自由に描いてコンテスト
に応募
【対象】小学生以下
【費用】無料
【申し込み】サル山前つど
いの広場で随時受け付け
【問】同公園☎654-8266

にゃんと！？
ワンだふる会
【日時】９月24日㈰10時～13時
【場所】高松公園（上田字毛無森２）
【内容】犬猫譲渡会や救助犬デモン
ストレーション、青空図書館など
【費用】無料。当日、会場へどうぞ
【問】公園みどり課☎639-9057
【広報ＩＤ】1017415

町家のアート動物園
【日時】９月２日㈯～25日㈪、９時～18時
【場所】もりおか町家物語館（鉈屋町）
【内容】動物をテーマにした美術展。公募のうち
入選した作品や市出身の画家高橋和

か ず

彦
ひ こ

さんなど招
待作家らの作品の展示など
【費用】小・中学生100円、高校生以上300円
【問】同館☎654-2911
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ぼくたちに会いに来てね

芸術の世界
へご招待

２［広報もりおか 29.９.１］ ［広報もりおか 29.９.１］３

岩洞湖まつり
湖畔の秋を満喫しよう！

９月16日㊏

 10時～14時半

表　岩洞湖まつりのイベントスケジュール
イベント名 時間 内容など

岩洞湖魚釣り開放 ９時～17時 無料開放。釣具と餌はご持参ください
民謡ショー 10時～10時半 玉山地域民謡保存会による民謡ショー
焼肉パーティー 10時～14時半 肉を格安販売。コンロと鉄板は無料で貸し出し
地場産品直売 10時～15時 薮川名物のそばやキノコ、野菜などを販売
ポニー乗り合い馬車 10時半～14時 ポニーが引く馬車で会場内を周回

親子渓流釣り大会 10時半～14時 特設渓流釣り場で魚釣り。釣具と餌はご持参く
ださい

テニスコート開放 10時半～15時 無料開放。ラケットなどの貸し出しあり
バルーンアート 10時半～15時 子どもに大人気。素敵な作品がいっぱい
薮川神楽 10時35分～10時55分 市指定無形民俗文化財の薮川神楽を披露

子どもクイズラリー 11時 会場内のクイズに答えて景品をもらおう
【定員】50人

絶叫大会 11時10分～11時40分 湖に向かって絶叫しよう【定員】20人
スコップ三味線の演奏 11時50分～12時20分 スコップを三味線代わりにした演奏の披露
短角牛もも肉丸焼 12時 ヘルシーな短角牛の振る舞い
丸太切り大会 13時５分～13時35分 丸太の早切りに挑戦
歌謡ショー 13時10分～13時40分 三浦わたるさんによる歌謡ショー
大抽選会 14時～14時半 地場産品などが当たります

【場所】岩洞湖家族旅行村（薮川字亀橋）
【費用】無料（焼肉材料費などは実費）
【問】玉山総合事務所産業振興課内同まつ
　　　り実行委員会事務局☎683-3852

　無料シャトルバス

　無料シャトルバスを次のとおり運行します。同まつり実行委員会事
務局で９月１日㈮９時から先着順に電話予約を受け付けます。
【行き】 ▼盛岡駅西口バスターミナル（定員40人）：９時発

▼玉山地域（定員25人）：巻堀小８時25分発→好摩駅前８時35分→
玉山総合事務所８時45分→旧玉山地区公民館９時
【帰り】いずれも家族旅行村15時15分発

盛岡秋まつり
の運行山車 バスの日

手づくり村

まつり

工房まつり

秋の訪れを告げる盛岡の伝統

江戸のきっぷの良さと京都のみやびが融合し、時代を経て盛岡独自の文
化として受け継がれた盛岡山

だ し

車。「盛岡八幡宮の山車行事」が９月14日
㈭から16日㈯までの３日間開催され、８台の豪華絢

け ん

爛
ら ん

な山車が街を練り
歩きます。300年の歴史を持つ迫力ある山車をぜひ間近でご覧ください。
【問】盛岡観光コンベンション協会☎604-3305

★市内巡行
９月14日㈭～16日㈯
９時～20時

★八幡下りパレード
14日㈭13時出発。盛岡八幡宮か
ら八幡町を全ての山車が運行

★大通大絵巻パレード
15日㈮18時出発。盛岡城跡公園
（内丸）→大通り→金属工業会館
前（大通三）を全ての山車が運行

    
９月14日㊍　 　　～16日㊏

・おもしろバスの展示
・バス降車ボタンの展示
・バスの乗り方教室
・運転手になろう！撮影会
・塗り絵コーナー
・ペーパークラフト体験
・スタンプラリー&お楽しみ抽
　選会

日本で初めて乗合バスが走った９月
20日のバスの日にちなみ、バスが市民
の足として愛され、親しまれるよう「バ
スの日まつり」を開催。入場無料です。
【日時】９月24日㈰11時50分～15時半
【場所】大通商店街歩行者天国路上と
M

モ ス

OSSビル前、クロステラス
【問】交通政策課☎626-7519
【広報ＩＤ】1020484

表　手づくり村工房まつりのイベント
イベント名 日時 内容など

箪笥（たんす）と油
単（ゆたん）展示・
入札会

期間中

岩谷堂箪笥と天然藍染の油単（箪笥の保護カ
バー）を展示し、入札形式で販売

訳あり市 頑固な職人がこだわりの商品などを販売す
る、年に一度の訳あり市

工房まつり名物
輪投げ大会！

工房で作られた商品を景品にした輪投げ大会
【費用】１回（３投）100円

クイズ「木」ワード
をさがせ！！

各工房にあるヒントをつなぎ合わせたキー
ワードで景品が当たる

たらふく屋台市 キムチチゲや焼きそば、タコス、かき氷など
のキッチンカーや屋台が出店

手づくり村どっちか
なクイズ

９/17㈰・18㈪
11時～11時半

手づくり村にちなんだクイズ大会
【対象】小学生以下

盛岡さんさ踊り演舞
９/17㈰
11時半～12時と
13時半～14時

いわてさんさの会☆加藤家が盛岡さんさ踊り
を披露

ジャンボ煎餅
パフォーマンス

９/17㈰・18㈪
15時～

直径約75㌢の巨大せんべいを作り、切り分け
て無料で来場者へ配ります

特別ものづくり教室
～職人と一緒に作ろ
う！～

９/17㈰
10時から受け付け

木工教室～金具付き書類トレイ作り★
【定員】１人【費用】２万円※作業時間４時
間

９/17㈰・18㈪
10時～16時

豆皿の絵付け
【定員】各先着100人
【費用】丸型各400円・ハート形各500円

９/17㈰・18㈪
10時～16時

竹を使ってたこを作る
【定員】各先着10人【費用】各1000円

９/17㈰・18㈪
10時～16時

桐の木を使ってポックリ（玩具）を作る
【定員】各10組【対象】小学生以上【費用】各
1000円

９/17㈰・18㈪
13時から受け付け

銀粘土を使ってペンダントトップを作る★
【定員】各4人※中学生以上対象
【費用】各2000円※作業時間２時間

南部鉄瓶製作工房見
学～熔解～

９/18㈪
10時～11時半

南部鉄瓶の製作工程の一部を見学。熔鉄を鋳
型に注ぎ込む職人の技を間近でご覧ください

★は予約が必要。はがきに住所と名前、電話番号、希望の教室名を記入し、〠020-
　0055繫字尾入野64-102、盛岡手づくり村工房まつり実行委員会へ郵送
 【申込期限】９/５㈫　※応募多数の場合は抽選
　

【場所】盛岡手づくり村（繫字尾入野）
【問】盛岡手づくり村工房まつり実行委員会
　　　☎689-2201

　山車運行日程

　
主
な
イ
ベ
ン
ト

９月17日㊐

　　～18日㊊

 　10時～16時

【問】
・県交通☎654-7755
・県北バス☎641-1212
・ＪＲバス東北　盛岡支店
　☎604-2211

昨年の同まつり
の様子

※定員のあるイベントは先着順です

Autumn Festival & Event

■盛岡観光コンベンション協会
山車40年の歩み展

【日時】９月13日㈬～21日㈭９時～
17時※15日㈮15時～16時は盛岡山車
推進会鈴木弘

ひろし
さんによるトークショー

【場所】プラザおでって（中ノ橋通一）
【内容】同協会山車40年の歴史を
番付やポスターなどで振り返る
【費用】無料
【問】同協会☎621-8800

　関連イベント

昨年の絶叫大会の様子昨年の丸太切り大会の様子

■小学生以下の
　バス運賃が無料に

９月24日㊐

 11時50分

 ～15時半

Animal Events

ツシマヤマネコ

職人の技を楽しもう！

　９月24日は終日、県内発着
の路線バス全線で小学生以下の
バス運賃が無料になります。対
象は県交通と県北バス、ＪＲバ
ス東北の路線バス。定期観光バ
スや高速バスなどの一部路線を
除きます。

昨年の同イベントの様子

昨年の様子

昨年の同コンテストの優秀作品

かわいく
描いてね～


