40回目の夏
盛岡さんさ踊り
◆主な内容◆（平成29年９月１日号）
盛岡秋まつり、岩洞湖まつり、手づくり村工房
２～３ページ
まつり、バスの日まつり、動物関連イベント

広報

2017

９月１日号（No.1464）

「第40回盛岡さんさ踊り」が８月１日か
ら４日まで開催され、力強い太鼓と華やかな
踊りが延べ133万5000人もの観客を魅了し
ました。昭和53年に1500人ほどの参加者で
始まったこの祭りも、年々出場団体が増え、
今年は約３万4600人が参加する祭りへと発
展。今年は40回を記念して、高校生による

もりおか郷土芸能フェスティバル、保留地の売
却、市産材の家完成見学会、金婚慶祝会参加者 ４～５ページ
募集、市長コラムなど
消費生活情報えぷろん、ライフストーリー、連
載「地域おこし協力隊コラム」、「見守りつな ６～７ページ
ぐ民生委員・児童委員」
もりおか寸評「WANTED」

さんさ踊りの競演「盛岡さんさ踊り高校選手権
大会（さんさ甲子園2017）」も開催され、初
代優勝校の栄冠は盛岡中央高に輝きました。パ
レード後は参加者も観光客も一緒になって輪踊
りを行い、会場は一層熱気に包まれました。盛
岡さんさ踊りの輪は、地域を超え、さらに次の
世代へ脈々と受け継がれています。

10ページ

盛岡秋まつり

山車 の運行

９ 月1 4
～1

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台の豪華絢爛な山車が街を練り
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
だ

し

けんらん

日㊍

6日㊏

関連イベント

山車運行日程

秋の訪れを告げる盛岡の伝統

■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
ひろし
推進会鈴木弘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

Autumn Festival & Event
湖畔の秋を
満喫
しよう！

日㊏
時半

14
10時～

【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

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
岩洞湖魚釣り開放
９時～17時
民謡ショー
10時～10時半
焼肉パーティー
10時～14時半
地場産品直売
10時～15時
ポニー乗り合い馬車 10時半～14時

内容など
無料開放。釣具と餌はご持参ください
玉山地域民謡保存会による民謡ショー
肉を格安販売。コンロと鉄板は無料で貸し出し
薮川名物のそばやキノコ、野菜などを販売
ポニーが引く馬車で会場内を周回
特設渓流釣り場で魚釣り。釣具と餌はご持参く
親子渓流釣り大会
10時半～14時
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
会場内のクイズに答えて景品をもらおう
子どもクイズラリー 11時
【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
※定員のあるイベントは先着順です

昨年の丸太切り大会の様子

昨年の絶叫大会の様子

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

２［広報もりおか 29.９.１］

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

９月24

日㊐

0分
11時5
半
～15時

モ

ス

日㊐
９月17
日㊊
～ 18
16時
10時～

工房まつり

【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

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
岩谷堂箪笥と天然藍染の油単（箪笥の保護カ
単（ゆたん）展示・
バー）を展示し、入札形式で販売
入札会
頑固な職人がこだわりの商品などを販売す
訳あり市
る、年に一度の訳あり市
工房まつり名物
工房で作られた商品を景品にした輪投げ大会
期間中
輪投げ大会！
【費用】１回（３投）100円
クイズ「木」ワード
各工房にあるヒントをつなぎ合わせたキー
をさがせ！！
ワードで景品が当たる
キムチチゲや焼きそば、タコス、かき氷など
たらふく屋台市
のキッチンカーや屋台が出店
手づくり村どっちか ９/17㈰・18㈪ 手づくり村にちなんだクイズ大会
なクイズ
11時～11時半 【対象】小学生以下
９/17㈰
いわてさんさの会☆加藤家が盛岡さんさ踊り
盛岡さんさ踊り演舞 11時半～12時と
を披露
13時半～14時
ジャンボ煎餅
９/17㈰・18㈪ 直径約75㌢の巨大せんべいを作り、切り分け
パフォーマンス
15時～
て無料で来場者へ配ります
木工教室～金具付き書類トレイ作り★
９/17㈰
【定員】１人【費用】２万円※作業時間４時
10時から受け付け
間
豆皿の絵付け
９/17㈰・18㈪
【定員】各先着100人
10時～16時
【費用】丸型各400円・ハート形各500円
特別ものづくり教室
９/17㈰・18㈪ 竹を使ってたこを作る
～職人と一緒に作ろ
10時～16時
【定員】各先着10人【費用】各1000円
う！～
桐の木を使ってポックリ（玩具）を作る
９/17㈰・18㈪
【定員】各10組【対象】小学生以上【費用】各
10時～16時
1000円
銀粘土を使ってペンダントトップを作る★
９/17㈰・18㈪
【定員】各4人※中学生以上対象
13時から受け付け
【費用】各2000円※作業時間２時間
南部鉄瓶製作工房見 ９/18㈪
南部鉄瓶の製作工程の一部を見学。熔鉄を鋳
学～熔解～
10時～11時半 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、〠0200055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

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

ぼくたちに会いに来てね
ま

ち

や

ー と

MACHIYART2017

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彦さんなど招
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
かずひこ

表

・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

Animal Events

を楽
職人の技

手づくり村

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。

昨年の同まつり
の様子

しもう！

岩洞湖 まつり
９月16

まつり

主なイベント

★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

バスの日

■小学生以下の
バス運賃が無料に

芸術の世界
へご招待

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
昨年の同コンテストの優秀作品

かわい
く
描いて
ね～

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

昨年の様子

ツシマヤマネコ

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
昨年の同イベントの様子

［広報もりおか 29.９.１］３

もりおか
郷土芸能フェスティバル

【出演団体】
玉山神楽、薮川神楽
上鹿妻田植踊
法領田獅子踊り
髙江柄念仏剣舞
門さんさ踊り、東中野町さんさ踊り、
さんさ伝承会太田太鼓、羽場さんさ
踊り、滝の下さんさ踊り
▶特別出演：小瀬川神楽
（花巻市指定無形民俗文化財）

保留地を売却

市は、太田地区の保留地を売却します。
【受付期間】９月15日㈮～25日㈪（土・日曜、祝日を除く）
８時半～17時
【対象】成年被後見人や被保佐人、破産者でない人
【申し込み】市役所都南分庁舎２階の市街地整備課に備え付けの申
込書に必要事項を記入し、必要書類を添えて同課へ提出。郵送は９月
25日必着。申し込みが複数の場合は、10月２日㈪14時に同庁舎で抽
選により当選者１人と補欠者１人を
■売却の事前説明会
決定。申込書は市公式ホームページ
【日時】９月15日㈮10時～
からもダウンロードできます
【場所】都南分庁舎４階の大
【問】市街地整備課☎639-9056
会議室北※当日会場へどうぞ
【広報ＩＤ】1008686

N

郵便局●
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●
リードコナン
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❶

入口

岩手日報
太田センター
●下太田
保育園

●デイリー
ヤマザキ

もりおか
り
市場まつ

至
盛岡タカヤ
アリーナ

子どもが成長過程で悩んだり苦しんだりして
いるとき、親や周りの大人が取るべき対応など
について、実例を交えながら講演します。
【日時】９月16日㈯10時～11時半
【場所】中央公民館（愛宕町）
【講師】メンタルケア心理士の小野寺昌子さん
【定員】100人【費用】無料
【申し込み】９月５日㈫10時から、同館☎
654-5366で先着順に電話受け付け
【広報ＩＤ】1020594
まさ こ

高松病院

橋

坂

館

220

西下台町

岩手大

会場
●

河北児童
センター

N

フリマ出展者募集

もりおか市場まつりのフリーマーケットへの出店希望者を募集し
ます。
【日時】10月８日㈰９時～13時半
【場所】市中央卸売市場（羽場10）
【募集区画】80区画（１区画は２㍍×２㍍。天候にかかわらず軒
下で開催）
【費用】1000円
【申し込み】往復はがきに住所
と名前、年齢、電話番号、出
店品目を記入し、〠020-8567
（住所不要）市中央卸売市場業
務課へ。９月13日㈬必着。募
集区画数を超えた場合は抽選
【問】同課☎614-1000
【広報ＩＤ】1016913

は

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

災害に強いまちのために
昨年の金婚慶祝会の様子

金婚慶祝会参加者募集
市と市老人クラブ連合会は、結婚して50年を迎える夫婦
を対象に開く「金婚慶祝会」の参加者を募集します。人生を
共にしてきた２人の記念にどうぞ。
【日時】11月７日㈫10時～13時
【場所】盛岡グランドホテル
（愛宕下）
【対象】昭和42年１月１日～12月31
日に結婚した夫婦
【費用】１組6000円
【申込方法】①地域の老人クラブ会長
に申し込み②市役所本館５階の長寿社
会課で申し込み③はがきで申し込み
―のいずれか※電話やファクスでの申
し込み不可

【はがきで申し込む場合】▶参加の場
合：夫婦の①住所②名前・ふりがな③
生年月日④結婚年月日⑤電話番号⑥車

いす使用の有無を記入し、〠020-8530
（住所不要）市役所長寿社会課内、金婚
慶祝会実行委員会へ郵送してください。
また、当日配布する資料に「結婚50年
目を迎えての一言」を掲載したい人は、
その一言も添えてください（名前を伏せ
たい場合はその旨も明記） 欠席で記念
品（無料）のみを希望する場合：上記①
～⑥に加えて「欠席・記念品希望」と明
記してください。後日、指定する窓口で
お渡しします
【申込期限】いずれも９月22日㈮必着
※当日消印有効
【問】長寿社会課☎603-8003

９月１日は防災の日です。皆さんのご家庭では、どの
ような備えをしていますか。我が家では東日本大震災以
後、水や缶詰などの食糧を備蓄し、すぐに持ち出せる所
に保管しています。盛岡は自然が豊かで川が多いことが
魅力ですが、その反面、水害の危険と隣り合わせでもあ
ります。また、市内はそれほどの雨量でなくても、川の
上流周辺の天候次第で、影響を大きく受ける場合もあり
ます。日頃から、避難場所や経路を確認しておくことは
もちろん、数日分の食糧や簡易トイレなど、自らを守る
ための備えをしていただきたいと思います。市では、防
災に役立つ出前講座を開催したり、地域で行う防災訓練
のお手伝いをしていますので、ぜひご活用ください。ま
た、８月からは、平成25年玉山地域の水害をきっかけ
に市が国土交通省に設置を強く働
き掛けた「ＸバンドＭＰレーダ
（盛岡局）」が四十四田ダムで運
用を開始し、集中豪雨などの情報
を高精度かつ瞬時に把握できるよ
うになりました。新たな仕組みを
活用しながら、市民の皆さんの安
全確保にこれからも万全を期して
まいりますのでご協力をお願いし
ます。
総合防災訓練で挨拶

指定管理者の聴き取り審査を
傍聴できます

30年度に指定管理者を指定する施設
について、指定管理者の選定審査のうち、
聴き取り審査を公開します。傍聴を希望
する人は、各施設の担当課へ日程変更の
有無を確認した上で、当日会場へお越し
ください。なお、傍聴当日の受け付けは
先着順とし、予定人数に達した場合は受
け付けを締め切ることがあります。指
定管理者制度については資産経営課☎
603-8007へ、各施設の審査などについ
ては各担当課へお問い合わせください。
【広報ＩＤ】1019512

表

聴き取り審査の施設や日程など
施設名（所在地）
審査日・会場
好摩地区コミュニティセンター（好摩字野中）
日戸地区コミュニティセンター（日戸字古屋敷）
川又地区コミュニティセンター（川又字赤坂）
９/６㈬
生出３地区コミュニティセンター（下田字生出）
玉山総合事務所３階会議室
渋民地区コミュニティセンター（渋民字小前田）
（渋民字泉田）
山田地区コミュニティセンター（下田字頭無）
馬場状小屋地区コミュニティセンター
（馬場字状小屋）
９/13㈬、プラザおでって
盛岡市新事業創出支援センター（北飯岡一）
３階会議室（中ノ橋通一）
９/27㈬、市役所別館４階
仁王地区活動センター（三ツ割字下更ノ沢）
会議室（内丸）

開始時間
担当課
13時半
14時
14時半
玉山総合事務所
15時
総務課
15時半
☎683-2116
16時
16時半
ものづくり推進課
☎626-7551
市民協働推進課
13時15分
☎626-7500
15時

盛岡小さな博物館へ
行こう

市は、盛岡の特産品や地場産品などへ
の理解・関心を深めてもらうため、市内
の工房や店舗を「盛岡小さな博物館」と
して指定。現在24の施設で、製品のほ
か、その生産用具や関連文献などを公開
し、観光客や修学旅行生に好評を得てい
ます。市民の皆さんもぜひ市内のものづ
くりの現場に足を運んでみませんか。
【問】ものづくり推進課内、市産業まつ
り実行委員会事務局☎626-7538
【広報ＩＤ】1020590

館の指
小さな博物
い事業
定を受けた
合わせ
者はお問い
ください

「子どもの愛し方」
講演会

4［広報もりおか 29.９.１］

市は、市産材の利用を推奨
するため、市内の住宅建築に
２立方㍍以上の市産材を利用
する人へ補助金を助成してい
ます。詳しくは、同課へ問
い合わせるか、市公式ホー
ムページでご確認ください。
【広報ＩＤ】1008273

●

完成見学会の会場

川
北上

至太田橋

太田地区の保留地の所在地

東北銀行
太田支店
●

岩手ハイヤー
●

お り

市産材利用への補助

❷

行
店●

さ

地図

地図

至孝仁病院

建築に使った木材の９割に、市内で生産された木材（市産材）を
利用した住宅の完成見学会を開催します。地元の木をふんだんに使
った家の居心地の良さを体感してください。
【日時】９月17日㈰10時～15時
【場所】西下台町（地図参照）※車でお越しの際は、付近のコイン
パーキングをご利用ください
【申し込み】見学希望者は、９月15日㈮17時までに、次のいずれ
かへお申し込みください▶長澤紗織設計室☎697-5471・電子メー
ルchez_saori@nifty.com▶林政課☎626-7541
【広報ＩＤ】1020205

ゅ

お越
し
の
際
は、日程
変更が
ないか事
前確認を

表 売却する保留地の価格や面積など
番号
予定価格
面積
用途地域
❶
988万5152円 173.12平方㍍ 第一種中高層住居専用
❷ 1744万6740円 345.48平方㍍
第一種住居
※いずれも準防火地域、建ぺい率60％、容積率200％
※契約時に売買価格の10％以上の契約保証金が必要です

市産材の家
完成見学会

№６

守・破・離
し

盛岡市長

建築中の様子

太田
地区

盛岡には古くから郷土芸能が数多く存在し、今もそれぞれ
の地域で、世代を超えて受け継がれています。地域の伝統を
つなごうと日頃から練習を重ねている団体が、その成果を披
露します。
【日時】９月10日㈰10時～16時
【場所】キャラホール（永井24)
【費用】前売り800円、当日1000円。市内プレイガイドで
販売中※中学生以下無料
【問】歴史文化課内、市無形民俗文化財保存連絡協議会事務
局☎639-9067
【広報ＩＤ】1020523

市長コラム

▼

過去の同フェスティバル
の様子

小さな博物館の所在地や特長などを紹介するハン
ドブックを、プラザおでって（中ノ橋通一）や市
内10カ所の市民観光案内所に備え付けています

［広報もりおか 29.９.１］5

うるま市と絆を再確認
友好都市提携５周年記念の舞

消費トラブルに巻き込まれた場合や過払い請求、債務整理の相談は早めに市消費生活センター☎624-4111（９時〜16時）へ！

□

解約や問い合わせの方法が複数ありますか？

解約するため事業者に電話をかけても、
常に通話中でつながらず、そのためメール
で連絡すると「電話でのみ解約を受け付け

６［広報もりおか 29.９.１］

ている」と対応してもらえないことも。また、
契約先が海外の事業者のため「意思疎通が
できない」というケースも報告されています。

返品と言えば思い浮かべる人も多い「クーリン
グ・オフ（無条件解約）」。しかしクーリング・
オフは、契約条件を冷静に理解できないまま契約
する可能性がある「訪問販売」や「電話勧誘販
売」などの場合に、一定期間内であれば無条件に
契約を解除できるという制度。インターネットサ

ら
【日時】９月９日㈯10時～16時
困った
よう
し
談
相
【場所】消費者信用生活協同組合
（南大通一、ＣＦＣビル２階）
【内容】借金や生活費不足、貸付制度など日常生活のお金の悩み
の相談について、弁護士や専門の相談員が応じます。秘密は厳守
します
【費用】無料【申し込み】同協同組合☎653-0001に電話予約
【主催】同協同組
地図 消費生活センターと消費者信用生活協同組合の場所
合 と 市 、県 社 会
市役所
テレビ岩手
福 祉 協 議 会 、市
中の橋
社会福祉協議会、 盛岡城
プラザおでって
跡公園
盛岡バス
岩手弁護士会消
ななっく センター跡地
消費生活センター
費者問題対策委
（肴町分庁舎２階）
杜陵老人
員会、NPO法人
福祉センター
消費者信用
栃内病院
いわて生活者サ
生活協同組合
ポートセンター

告

求されるケースも。その場合、解約などに
ついての説明が広告上に無いことがほと
んどです。

イトやカタログなど、時間をかけて商品を検討し、
確認した上で契約できる通信販売では、クーリン
グ・オフ制度がないので注意が必要です。なお、
通信販売による契約で、返品の条件について広告
に表示・記載が無い場合、商品が届いてから８日
以内は、消費者が送料を負担すれば返品できます。

はかりの検査
～本年度は北部ブロック
事業所や店舗などで取引
や証明に使うはかりは、２
年に１回、定期検査を受け
ることが義務付けられてい
ます。本年度の対象は北部
ブロック。検査の日程は表
のとおりです。手数料は、
はかりの種類によって250
円～3100円程度。家庭の
体重計などは検査の対象外
ですが、希望者には無料
で検査します。
詳しくは消費
生活センター
☎604-3301へ
どうぞ。

表

はかりの検査の日程
期日
時間

９/20㈬

10時～12時

13時半～15時半
10時～11時半
９/21㈭
13時半～15時
10時～12時
９/22㈮
13時半～15時
９/25㈪ 10時～15時※
９/26㈫ 10時～15時※
10時～12時
９/27㈬
13時半～15時半
９/29㈮ 10時～15時※
10/２㈪ 10時～15時※
10/３㈫ 10時～15時※
10時～12時
10/４㈬
13時半～15時半
10時～12時
10/５㈭
13時半～15時半
※12時～13時を除く

場所
上米内地区振興センター
（上米内字中居）
市立図書館（高松一）
玉山地区公民館（日戸字鷹高）
薮川地区公民館（薮川字外山）
玉山総合事務所（渋民字泉田）
好摩地区公民館（好摩字野中）
みたけ地区活動センター（みたけ四）
青山地区活動センター（青山三）
緑が丘地区活動センター（黒石野二）
松園地区活動センター（西松園二）
市計量検査所（愛宕町）
桜城小学校（大通三）
城西中学校（城西町）
厨川老人福祉センター（前九年三）
中央公民館（愛宕町）
土淵地区活動センター（前潟四）
上田中学校（上田二）

お

こし

協力隊

コ

第１回

た

ん

ム

格安である初回価格のみを支払って解
約しようとすると「定期購入を条件に安
くしている」と初回分を高額な料金で請

友好都市提携５周年を記念した表敬訪問の様子。
比嘉愛未さん（中央）と島袋市長（右から４人目）

ふ

ラ

□ 定期購入期間でも解約や交換・返品ができますか？

くらしとお金の安心合同相談会

広

説明は注文画面と別のページに表示され
ていたり、小さい文字で書かれている場
合があります。

か

域

トラブルの多い事業者の広告は「お試
し価格○○円」という表示は強調されて
いますが、「定期購入が条件」といった

解約し
た
つなが いのに
らない
！

通信販売には
クーリング・オフ
がありません！

□ 定期購入が条件になっていませんか？

解約条
件なん
書い
て
て
な
かった
のに

インターネットをしているときに
興味のあるサプリメントの広告が表
示され、お試し価格が500円と格安
だったので申し込んだ。２回目は申
し込んでいなかったのに、再び同じ
商品が届いて通常価格を請求された
ため、購入先へ連絡したところ「今
回の契約は３回継続購入が条件とな
っている。解約は４回目以降分から
でないと応じられない」と解約を断
られた。このような条件であれば購
入をしていなかった。サイト内に定
期購入の記載は無かったはず。

商品購入時に注意すべきポイント

スマ
ホ
画
の表示 面では条件
が
付かな 小さくて気
かった
…

事例（30代男性の場合）

ひ

地

～１回限りのつもりで試した商品が、実は「定期購入」が条件だった！？

友好都市である沖縄県うるま市の島袋俊夫市長や同市出
身で友好大使の女優・比嘉愛未さん、琉球歌舞団「紅華風～
KAFU～」らが８月１日、来盛しました。谷藤市長は「中学
生の派遣や特産物の共同開発などの交流を積み重ね、深い
信頼関係が生まれた。今後とも、友好関係がさらに深まって
いくことを期待する」と歓迎。一行は、同日に行われた盛岡
さんさ踊りにも参加。花車に乗った比嘉さんは、沿道の歓声
に笑顔で応え、時折、エイサーの太鼓の音に合わせ楽しそう
に踊っていました。盛岡を舞台にした連続ドラマをきっかけ
に比嘉さんがつないだ絆。これからも交流は続いていきます。

もり探
盛岡をディープに探る

都市部に住んでいた人が地方に移住し、そ
の地の魅力を発信しながら地域の活性化や定
住・定着する人の増加に向けて取り組む地域
おこし協力隊制度。本号から市の地域おこし
協力隊員が、自身の活動状況や地域で発見し
た盛岡の魅力などについて語ります。
【問】企画調整課☎626-7534

見守り つなぐ

民生委員・児童委員
～100年間、このまちとともに～
ＶＯＬ.５
民生委員・児童委員の活動は幅広く、子ど
もへの声掛けから高齢者の見守りまで。今回
は、地域の人たちと協力して行っている居場
所づくりや交流について紹介します。
【問】地域福祉課☎626-7509

広

が まな み

う

こんにちは。５月１日付けで地域おこし
協力隊に着任した石井結莉です！ 生まれ
は盛岡で、進学・就職で東京へ出ました
が、Uターンで戻ってきました。根っから
の植物・お花好きで、園芸系の大学を卒業
後はフラワーデザイナーや植物販売店の店
員として働いていました。すごく充実して
いましたが「もっと自然が身近にある所で
暮らしたい」と思っていたところにタイミ
ングよく同隊員の募集を見つけました。
市の地域おこし協力隊の活動テーマは３
つあり、私のテーマは「盛岡市の魅力を県
外へ発信する」こと。盛岡は街なかにいて
も自然を楽しめるところが魅力の一つだと
思うので、今は川や山などの自然関係のイ
ベント参加や各分野で活躍している人との
交流を中心に、自分の知見を広めつつ人と
のつながりづくりをしています。８月に参
加した川での危険や自然環境を学ぶイベン
トでは、中津川の水質が良いことを知り、
ゆ

り

◎津志田地区「たろっこサロン」
「たろっこ館」の愛称で親しまれている
津志田老人福祉センター（津志田西二）で
年８回行われている「たろっこサロン」。
地域に住む70歳以上で配偶者のいない人
が集まります。７月は七夕飾り作りや歌を
楽しむ会を開催。中には「１年前から飾り
作りを練習していたのよ」とサロンを心待
ちにしている参加者も。保健推進員や同館
の職員らと一緒に、地域の皆さんがいつま
でも生き生きと暮
らせることを目指
し、心地よい交流
の場づくりを進め
ています。

力強く舞う
紅華風の皆さん

通信販売トラブル

しま ぶく とし お

なかなか減らない通販トラブル。市の消費生
活センターにも相談電話が多く寄せられていま
す。トラブルに巻き込まれたら、一人で悩まず
に、同センターへご相談ください。

花車から手を振る
比嘉愛未さん

盛岡の魅力をまた一つ発見。また、盛岡さ
んさ踊りのパレードで踊るのは人生初でし
たが、踊る側からしか見られない景色が広
がっていて、会場に集まった全ての人が一
体となり、みんなそれぞれの思いを持って
楽しんでいるのを感じることができまし
た。うまく言葉にできませんが、鳥肌もの
です！ ぜひ全国の人に知ってもらいたい
です。
盛岡にはまだまだ魅力があるので、１年
目でしっかり吸収して、どんどん発信して
いきます！

中津川での水生生物調
査（右）と盛岡さんさ
踊りに参加する様子

◎城南地区「世代間交流」
山王児童センター（山王町）では年２
回、世代間交流が行われています。７月に
は、城南小に通う小学生と地域の人たち
が、輪投げや小学生が手作りしたけん玉な
ど昔ながらの遊びを一緒に楽しみ、年齢の
垣根を越えて和やかに交流。その他、小学
生が歌や劇を披露するなど毎回趣向を凝ら
して盛り上がります。高齢化や地域のつな
がりの希薄化が進む中、世代を超えた交流
の輪を広げていく
ことは、地域にと
ってとても意義の
ある取り組みとな
っています。

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）
平成27年に誕生した盛岡芸妓の見習いを何といいますか。
①舞妓 ②ひよ妓 ③たま妓 ④こっ妓

情報インデックス

●いわて就職面接会

●盛岡弁で語る昔話

【日時】９月７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

【日時】９月16日㈯14時～14時半【場
所】もりおか歴史文化館（内丸）
【内容】
ナレーターの小野寺瑞穂さんが盛岡弁
で昔話・伝説などを語る【定員】50人
【費用】展示室入場料が必要【問】同
館☎681-2100【広報ＩＤ】1019825

●空き家・不動産無料相談会
【日時】９月13日㈬10時～15時【場所】
全日本不動産協会県本部（八幡町）
【内
容】空き家・不動産全般に関する相談
【申し込み】同県本部☎625-5900で
電話受け付け

●補聴器無料相談会
【日時・場所】９月20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

催

し

●子ども科学館に行こう
子ども科学館（本宮字蛇屋敷）で表
のとおりイベントを開催します。
【問】同
館☎634-1171

●下水道探検ツアー
【日時】９月９日㈯10時～15時※所要
時間約１時間【場所】都南浄化センター
（東見前３）
【内容】下水をきれいにする
過程を見学【費用】無料。当日、会場へ
どうぞ【問】県下水道公社☎638-2623

●敬老の日似顔絵コンテスト
【日時】９月９日㈯～18日㈪、展示は24
日㈰まで※10時～20時半【場所】ゆぴ
あす（上田字小鳥沢）
【内容】祖父母の
広

告

８［広報もりおか 29.９.１］

みず

ほ

●月釜茶会
【日時】９月17日㈰９時 半～15時【場
所 】中 央 公 民 館（ 愛 宕 町 ）
【内容】
三 彩流彩茗会と裏千家淡交会による茶
会【費用】900円【問】同館☎654-5366
さんさいりゅうさいめいかい

うらせん け たんこうかい

●清掃センター環境まつり
【日時】９月17日㈰10時～15時【場
所】盛岡・紫波地区環境施設組合清掃
センター（矢巾町）
【内容】ごみ処理施
設の一般公開やさまざまなリサイクル
に関する紹介、入浴施設（ふれあい館）
の無料開放、餅まき大会など【費用】無
料【問】同センター☎697-3835

●健康ウオーク in 御所湖
年齢・性別・障がいに関係なく、
ウオー
キングを通して健康に対する意識の向上
を図ります。
【日時】
９月24日㈰８時半～
【問】もりスポネット☎663-9280 ウオ
ーキング【場所】御所湖広域公園特設会
場周辺【種別】
７㌔、10㌔、15㌔、誰でも
参加できる４㌔※車いす参加可、ノルディ
ック10㌔、ノルディック体験会【費用】各
500円【申し込み】9月４日㈪10時から、
松園テニスコート☎662-8778で先着順
に電話受け付け ニュースポーツ体験と
トークショー【時間】ニュースポーツ体験
は９時半～13時半、
トークショーは11時
20分～12時【場所】繫中（繫字舘市）
【内
容】卓球バレーやグラウンドゴルフなどニ
ュースポーツの体験と、スキーノルディック
複合の金メダリスト・萩原健司さんと三
ケ田礼一さんのトークショー【費用】無料

【日時】10月１日㈰10時～11時 45分
【場所】岩手銀行赤レンガ館（中ノ橋通
一）ほか【定員】30人【費用】無料【申し
込み】９月16日㈯10時から、盛岡観光コ
ンベンション協会☎604-3305で先着
順に電話受け付け。ファクス653-4422
でも受け付けます。９月28日㈭17時締め
切り【広報ＩＤ】1020524

●ユネスコチャリティーバザー

●歌とリュートによる
いにしえのヨーロッパの調べ

おぎ わら けん じ

か

み

た れいいち

【日時】９月27日㈬10時半～14時【場
所】桜山神社特設会場（内丸）
【内容】
衣 類や寝 具 類、日用雑 貨の販 売など
【問】盛岡ユネスコ協会☎635-2088

●手話を習おう

【日時】９月28日～10月26日の毎週木
曜、10時～12時【場所】総合福祉セン
ター（若園町）
【対象】手話初心者の人
い
い
【定員】30人【費用】教材費実費【申
●岩手流通センター活き活き祭
し込み】９月４日㈪10時から、障がい福
祉課☎613-8346で先着順に電話受け
【日時】９月17日㈰10時～15時半【場
付け。９月15日㈮17時締め切り【広報Ｉ
所】盛岡地区勤労者共同福祉センター
（矢巾町）
【内容】オープンバザーや屋台、 Ｄ】1004139
表

●盛岡ふるさとガイドと
河南界わいを歩こう

子ども科学館の各種イベント
イベント名
日時
内容（費用）
宇宙の日記念
2017年度テーマ「月へ」に基づいた小
９/９㈯～10/９㈪
作文絵画コンテス
中学生による作品の展示
９時～16時半
ト作品展
（無料）
９/10～24の日曜と 表紙を開いたり閉じたりすると、イラス
ワークショップ
祝日、10時半～12時 トが動いて見えるカードを作る
「うごくカード」
と14時～15時半
（各150円。展示室入場料が必要）
サイエンスショー ９/10～24の日曜と祝 ドライアイスを使った実験ショー
「ドライアイス」 日、13時～13時20分 （無料。展示室入場料が必要）
ワークショップ
10/１㈰
プラスチック粘土を使い、フルーツ型の
「フルーツキーホ 10時半～12時と14 キーホルダーを作る
ルダー」
時～15時半
（各100円。展示室入場料が必要）
サイエンスショー 10/１㈰
大気圧を使ったサイエンスショー
「空気のチカラ」 13時～13時20分
（無料）

●オータム・オルガン・カフェ
【日時】10月７日㈯12時 半～16時 半
【場所】市民文化ホール小ホール（盛岡
駅西通二）
【内容】オルガン鑑賞やオル
ガン製 作者のトーク、演奏 体験（定員
10組）、カフェコーナーなど【費用】無料
※カフェ利用は実費【申し込み】演奏体
験のみ、９月21日㈭10時から、同ホール
☎621-5151で先着順に電話受け付け

【日時】10月９日㈪16時～17時半【場
所】もりおか啄木・賢治青春館【内容】
リュート奏者の佐藤亜 紀子さんと声楽
家の高橋絵 里さんによる、イギリスやフ
ランスで歌い継がれる歌曲や民謡のコ
ンサート【定員】120人【費用】前売り
2000円、当日2500円。９月１日㈮から
同館やプラザおでってほかで販売【広報
ＩＤ】1020557
あ

え

き

こ

り

●高齢者のための
権利擁護セミナー

各回
30人

【日時】10月13日㈮13時半～16時10分
【場所】アイーナ（盛岡駅西通一）
【内
容】ジャーナリストの鳥越 俊 太郎さんの
特別講演や消費者問題、県民生活セン
ター職員による悪質商法の対処法につ
いての講話など【費用】無料【申し込み】
いきいき岩手支援財団☎625-7490で
電話受け付け。９月29日㈮17時締め切り

なし

●シェイクスピア講座

と り ご え しゅん た ろ う

定員
なし

各回
30人
なし

【日時】10月19日㈭13時半～15時【場
所】盛岡劇場（松尾町）
【内容】シェイクス
ピアや作品について紹介【費用】無料※
整理券が必要。同劇場と市民文化ホール

お知らせ
●施設の利用制限と休館日変更
市立 総合プール（本宮五）☎634 0450：９月２日㈯・３日㈰・19日㈫は終
日、利用できません。 みちのくコカ・
コーラボトリングリンクのメインリンク
（本宮五）☎601-5001：９月２日㈯・
３日㈰・12日㈫・13日㈬・19日㈫・21日
㈭・22日㈮・26日㈫・27日㈬は終日、
利用できません。開館日は日によって一
般開放時間が異なりますので事前にご
確認ください。 盛岡体育館（上田三）
☎652-8855：９月18日㈪は開館し、19
日㈫は休館します。 もりおか歴史文化
館(内丸)☎681-2100：９月19日㈫は開
館し、26日㈫は休館します。
【広報ＩＤ】
1006829

●ふるさと納税
返礼品送付対象の見直し
市のふるさと納税「もりおか元気応援
寄付」では、寄付額に応じたポイントを付
与し、返礼品と交換していますが、
９月１
日以降に寄付する市内在住の人には、ポ
イントが付与されません。ただし、既に保
有しているポイントは利用できます【問】
ものづくり推進課☎626-7538【広報Ｉ
Ｄ】1016506

●声の広報ボランティアを募集
「声の広報もりおか」は、目の不自由な
人のために広報もりおかの内容を音声Ｃ
Ｄ化したものです。収録・編集やＣＤの
利用者への配布などをするボランティア
を募集します。
【収録日時】毎月末に１回、
18時～21時【場所】主に中央公民館（愛
宕町）
【問】広聴広報課☎613-8369

▼

▼

ニ ー ル

ス ト ル ネ イ カ ー

▲

●リハビリ無料相談会

●成年後見相談

【日時】９月20日㈬18時半～21時【場
所】盛岡劇場（松尾町）
【出演】N eil
S talnaker&Friends【費用】前売り
1000円、当日1200円。小学生以下無料
【問】同劇場☎622-2258

▲

【日時】９月５日㈫・19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へ電話予約

【日時】９月14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の
採用担当者との面談など【対象】30年３
月卒業・修了予定の学生と一般求職者
【費用】無料【問】ふるさといわて定住
財団☎653-8976【広報ＩＤ】1016419

●もりげきライヴ

やまと し んじゅう

しのびよ る こ い

▼

【日時】９月13日㈬～25日㈪、９時～19
時【場所】もりおか歴史文化館（内丸）
【費用】小・中学生100円、高校生200
円、一般300円【問】同館☎681-2100
【広報ＩＤ】1020522

▼

市県民 税と固定資 産 税、軽自動車
税、国民健康保険税の納付と、相談の
受け付けを行います。
【日時・場所】９月
５日㈫・７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

うし だ

ワルシャワ・フィルとピアニストの牛田
智 大 さんを迎え、同ホール開館20周年
を記念したコンサートを開催します。
【日
時】来年30年１月14日㈰14時～16時
【場所】市民文化ホール大ホール（盛岡
駅西通二）
【費用】全席指定。Ｓ席9000
円、Ａ席8000円、Ｂ席7000円、Ｕ-25
（25歳以下）Ｂ席3000円。９月14日㈭
から同ホールや市内プレイガイドで販売
【問】同ホール☎621-5100
とも はる

◎おはなしころころ
【日時・対象】９月８日㈮、10時20分～
11時は１歳３カ月以上、11時10分～11
時半は１歳２カ月以下
◎絵本作家中川ひろたかトークショー
【日時】９月16日㈯14時～15時【内容】
絵本「いのちのたべもの」の著者、中川
ひろたかさんによる読み聞かせなど【定
員】70人【申し込み】９月５日㈫10時か
ら、同館で先着順に電話または直接受
け付け
■都南図書館（永井24☎637-3636）
●就学児健康診断を忘れずに
◎おはなしのじかん
【日時】９月13日㈬11時～11時半【対
小学校へ来春入学する子を対象に、
象】幼児
就学時健康診断を実施します。該当者
◎おとぎのへや（♠）
がいる家庭へ９月中旬に案内を送りま
【日時】毎週土曜、14時半～15時
す。
【日時・場所】 盛岡・都南地域：10
■渋民図書館（渋民字鶴塚☎683-2167）
月中に各小学校で実施 玉山地域：10
月19日㈭13時半～15時半、玉山総合福
◎えほんのへや
祉センター（渋民字泉田）
【問】学校教
【日時】９月20日㈬15時半～16時【対
育課☎639-9045
象】小学１～３年生
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
●排水設備を無料点検
◎わくわくおはなし会
【日時】９月９日㈯11時～12時【対象】
公共下水道や農業集落 排水区域の
住宅などの排水設備を無料点検します。 ４歳～小学生
◎おひざにだっこの会
【日時】９月11日㈪～15日㈮、９時～17
【日時】９月15日㈮10時半～11時【対
時【募集件数】20件【申し込み】９月４
象】乳幼児
日㈪、９時から給排水課☎623-1426で
■上田公民館（上田四☎654-2333）
先着順に電話受け付け。９月８日㈮17時
◎なかよしおはなし会
締め切り
【日時】９月13日㈬10時半～11時【対
ガイドでは各開店時刻から販売します。
※ローソンチケットは同日10時から販売
【公演日時】12月２日㈯17時半～と３
日㈰の13時～と17時半～（計３回公演）
【場所】盛岡劇場（松尾町）
【内容】
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） 第二
部：「口上」 第三部：時代物「忍夜恋
倭心中」
（「ロミオとジュリエット」より）
【費用】全席指定3000円【問】同劇場
☎622-2258
▼

●黒田官兵衛ゆかりの兜を公開

●ニューイヤーコンサート

▼

●夜間納付相談

【日時】９月30日㈯10時半～16時半【場
所】県公会堂（内丸）
【内容】まち歩きや
ワークショップを通じ、理想とする景観
を考える【対象】高校生以上【定員】10
人【費用】無料【申し込み】９月４日㈪10
時から、県屋外広告美術業協同組合☎
645-3140で先着順に電話受け付け

（盛岡駅西通二）で９月16日㈯から一人
３枚まで配布【問】同ホール☎621-5151

▼

かぶと

●いわて広告景観
タウンミーティング

▼

談

園児の演技発表など。協賛品の売り上げ
は東日本大震災の義援金として寄付しま
す【問】岩手流通センター活性化委員会
☎638-1111

▼

相

似顔絵を描いて展示。描いた人へプレゼ
ントを進呈します。入賞者は９月19日㈫
に発表【問】ゆぴあす☎662-1414

●就業構造基本調査を実施

国民の就業状態を明らかにする調査
が実施されます。９月上旬から調査員が
調査の依 頼のために訪問します。【基
準日】10月1日㈰【対象】無作為に選ば
れた約2000世帯の15歳以上の世帯員
【調査内容】就業状況や育児・介護の
有無など【問】企画調整課☎613-8397

●緑の募金にご協力を
【募金期間】９月１日㈮～10月31日㈫
【振込用紙】市役所本館１階の窓口案内
所に備え付けます。※春季の募金額は
577万6882円でした。ご協力ありがとう
ございました【問】林政課☎626-7541

図

書

＜おわびと訂正＞
７月15日号２ページに掲載した
「医療費の自己負担限度額」の多
数回の額に誤りがありました。正
しくは「４万4400円」です。おわ
びして訂正します。

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利用してください
月日
接骨院名
電話番号
９/３ 小山田接骨院（東松園二）663-2574
９/10 ひかり整骨院（高松二） 663-7515
９/17 小笠原整骨院（好摩字上山）682-0106
９/24 みかわ接骨院（西仙北一）681-2577

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。
日

区分
内

外
小
９/10 歯
㈰
薬

内
外
小
９/17
歯
㈰

薬
（♠）は幼児～小学生が対象の催しです。
■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎えほんのへや（♠）
内
【日時】９月７日㈭15時半～16時
外
◎かみしばいのへや（♠）
小
９/18 歯
【日時】９月14日㈭15時半～16時
●盛岡文士劇チケット一般販売
㈪
◎おはなしのじかん
盛岡文士劇のチケットを10月５日㈭、 【日時・対象】９月９日㈯、11時～11時
薬
20分は４歳～小学１年生、11時半～12
盛岡劇場と市民文化ホール、キャラホー
時は小学２年生以上
ル、姫神ホールで９時から、市内プレイ

広

象】幼児
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
◎ふたばおはなし会
【日時・対象】９月13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カ月以下
■都南公民館（永井24☎637-6611）
◎子どもシネマランド
【日時】９月９日㈯10時半～11時半
■松園地区公民館
（東松園二☎661-8111）
◎おはなし★らんど
【日時】９月６日㈬10時～12時【対象】
未就学児

名称
ゆい内科呼吸器科クリニック
臼井循環器呼吸器内科
くろだ脳神経・頭痛クリニック
もりおかこども病院
島津歯科医院
むかいなかの調剤薬局
のぞみ薬局
あすなろ薬局
レミディ薬局
こなん薬局
やまだ胃腸内科クリニック
石井内科消化器科医院
なおや脳神経・頭痛クリニック
さいとう小児科クリニック
栃内歯科医院
津志田薬局
しんせい薬局
おおたばし調剤薬局
よつば薬局
本宮Ｃクリニック
三愛病院
吉田整形外科・リウマチ科クリニック
小林小児科クリニック
高橋衛歯科医院
リーフ薬局
月が丘薬局
みずほ薬局月が丘
本町薬局
ワカバ薬局都南店

所在地
向中野二丁目54-18
松園二丁目２-10
神明町10-38
上田字松屋敷11-14
夕顔瀬町７-14
向中野二丁目54-12
松園二丁目３-３
中ノ橋通一丁目14-９
中ノ橋通一丁目14-８
上田字松屋敷23-３
津志田中央二丁目18-31
東緑が丘23-26
本宮字小板小瀬13-4
月が丘二丁目２-60
神明町10-35
津志田中央二丁目18-23
東緑が丘23-８
本宮字小板小瀬13-８
月が丘二丁目２-59
向中野三丁目10-３
月が丘一丁目29-15
本町通一丁目９-28
三本柳11-12-４
北天昌寺町７-10
向中野三丁目10-10
月が丘一丁目29-７
月が丘一丁目29-16
本町通一丁目９-28
三本柳11-12-１

電話番号
631-1159
662-9845
653-3522
662-5656
651-1531
631-3100
662-7733
623-8880
652-1300
664-1115
614-0180
662-1615
656-3708
643-7171
625-1588
614-9986
663-2366
656-3131
643-2888
631-2381
641-6633
604-3820
638-0404
645-6969
656-5877
648-3939
601-8211
652-8200
637-6011
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もっと知りたい！盛岡

もりおか

volum
e

527

岡に降り立つと、毎回ふるさとに帰ってき
たような気持ちになります。盛岡には何度
も来ていて、今回は、焼き肉と冷麺を食べました。
盛岡の歴史を知るため、もりおか啄木・賢治青春
館にも行きましたよ。公演前は、いつもその場所
の食・街・人などに触れて気持ちを盛り上げてい
くのが習慣です。
２人でコントユニット「W ANTED」を結成
して３年目になります。ラジオドラマでは12年
の付き合いですが、WANTEDは全く別物。脚
本・演出・出演の全てを2人でこなしています。
WANTEDのコンセプトは「移動式遊園地」。
東京でやっているので見に来てください、ではな
く、ぼくたちが全国各地にエンターテインメント
を引っ提げて会いに行くんです。ご当地の人々を
ウ

ォ

ン

テ

ッ

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！

「食」と「文化」を
楽しめるまち

盛

ド

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

パソコンやスマホからどうぞ

▼

寸評

市公式ホームページ

もりおかすんぴょう

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。

笑顔にしたい、元気にしたい、という思いから結
成したので、小さな子どもからお年寄りまで幅広
い世代の人の笑顔を見ることができて、幸せです
ね。ハプニングもライブならでは。岩手公演で第
一声をかんだことや音響トラブルなど、そんなと
ころも生の醍醐味として楽しんでいただけたら
（笑）。「失敗も笑いに変える」ということを、
公演を通して皆さんに伝えたいです。
公演前は徹底的にご当地ネタをリサーチします。
岩手に何度も足を運び、ネタも段々と、岩手の人
でも分かるかどうかというくらいマニアックに。
いずれは第二のふるさと、というよりも、岩手の
方がふるさとと言えるようになりたいし、なって
いくと思います。そろそろWANTEDにも「盛
岡観光大使」みたいな役職が欲しいですね（笑）

市公式ツイッター

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」

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ひよ妓

コントユニット

WANTED
ウ

ォ

ン

テ

ッ

ド

し か

小林タカ鹿さん（左）
ま さ ひ ろ

・杉崎真宏さん

直筆サイン色紙を
抽選で３人へプレゼント
あ

ア

ベ

レ

ー

ジ

か り や いさむ

広

告
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べ

れい

じ

ビ

ヨ

ン

ド

ザ

応募資格：盛岡市に住んでいる人。
応募方法：はがきに住所と名前、年齢、性別、電話番号、
広報もりおかの感想を記入し、〠020-8530（住所不要）市
役所広聴広報課「WANTEDサイン色紙プレゼント係」へ郵
送してください。９月15日㈮消印有効。応募は１人１通ま
で。当選者の発表は、プレゼントの発送をもって代えます。

▼▼

全国ツアー「WANTED JAPAN TOUR 2017～生は
生でも生絞り～」のため７月15日・16日に来盛。人気ラ
ジオドラマ「NISSANあ、安 部 礼 司 ～B EYOND T HE
AVERAGE～」に、小林さんは安部礼司役で、杉崎さんは
刈谷勇役で出演中。

編集後記

涼しくなると、山登りやトレッ
キングに行って、美味しいもの
を食べる企画で盛り上がります。
気軽にアウトドアや温泉を楽め
る盛岡の魅力を、多くの人に満
喫して欲しいですね。由

発行：盛岡市

〠020-8530盛岡市内丸12-２
☎019-651-4111
ファクス：019-622-6211
info@city.morioka.iwate.jp
編集：市長公室広聴広報課
☎019-613-8369
発行部数：14万3170部
１部当たり約11円で制作し、
市内全世帯へ配布しています。
経費の一部は広告料
で賄っています。記
事の無断転載を禁じ
ます。Ⓒ盛岡市2017
地球環境に配慮し、
ベジタブルインキを
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