市長コラム

10/15
日

都南公民館
上田公民館
【時間】９時～16時半※９日は15時まで
【場所】上田公民館（上田四）
【問】同館☎654-2333

表 都南公民館まつりの主なイベント
イベント名
日時
内容など
生け花や絵画、書道作品など
作品展示
期間中
を展示
ママエアロ無 10/20㈮
エアロビクスで骨盤矯正※０
料体験
13時～14時
歳からの子連れ参加可
10/21㈯・22㈰
芋の子汁やおにぎり、カレー
飲食コーナー
11時～14時
などを販売
10/21㈯・22㈰
ダンスや合唱、伝統芸能など
舞台発表
11時～16時※22日
を披露
は15時半まで
子どもあそび 10/22㈰
手作りおもちゃや懐かしい遊
コーナー
10時～12時
びのコーナー
10/22㈰
江戸千家と表千家による茶会
茶会
10時～15時
【費用】600円（２席分）
10/22㈰
売り切れ必至のバザーでお気
バザー
12時～15時
に入りを見つけよう

表 上田公民館まつりのイベント
イベント名
日時
内容など
10/７㈯
10時～15時※ 表千家流茶道同好会と江戸千家岩手不白会による茶会
茶会
９時半～14時半 【費用】900円（２席分）
に随時受け付け
社交ダンス 10/７㈯
誰でも参加できる社交ダンス
パーティー 14時～16時半
10/８㈰
舞台発表Ⅰ
能楽や琵琶、民謡などを披露
13時～16時
10/９㈪
フォークダンスや合唱、鍵盤ハーモニカ、エクササイ
舞台発表Ⅱ
10時～12時
ズなどを披露
10/９㈪
吹奏楽や管弦楽、マンドリン、軽運動、さんさ踊りな
舞台発表Ⅲ
13時～15時
どを披露
作品展示
期間中
絵画や陶芸、生け花、絵手紙作品などを展示

10/28土
＆29日

玉山

公民館

【時間】10時～17時※22日は16時まで
【場所】都南公民館（永井24）
【問】同館☎637-6611
【広報ＩＤ】1020904

【時間】10時～15時半
【場所】渋民公民館・姫神ホール（渋民字鶴塚）
【内容】
▶オープニングステージ（28日㈯10時～12時）：渋民出身シンガーソ

民俗芸能

市民体力

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

盛岡市長

【時間】13時～15時
【場所】盛岡劇場（松尾町）
【出演団体】
見前神楽
南部藩古武道
東中野町さんさ踊り
銭掛剣舞
【定員】500人
【費用】無料。当日、会場へどうぞ
【問】同劇場☎622-2258
【広報ＩＤ】1020906

10/21
土

ゅ

われ太平洋の橋とならん

昨年の鑑賞会の様子

▲ ▲ ▲ ▲

10/７土
～９月

10/20金
～22日

№７

守・破・離
し

体力測定会

【時間】13時～15時半ごろ
【場所】盛岡体育館（上田三）
【内容】体力測定や上体起こしなど６種目
【対象】６歳～79歳
【定員】100人
【申し込み】10月４日㈬９時から、ス
ポーツ推進課☎603-8013で先着順に電話
受け付け。10月17日㈫17時締め切り

姉妹都市であるカナダのビクトリア市との30年以上
にわたる交流や競技団体との誘致交渉が評価され、本
市はカナダ国を相手とするTokyo2020のホストタウ
ンに登録されています。このたびカナダ水球協会と
Tokyo2020事前キャンプの覚書を締結しました。早速、
来年にも合宿のために来盛する予定と聞いています。合
宿中は、地元の中・高校生らへの指導を行いたいとの希
望も出されており、一流選手によるプレーを間近に見る
機会もありそうです。水球カナダチームが再来年に行
われる予選を勝ち抜き、Tokyo2020に出場できるよう、
市民の皆さんと一緒に応援したいと思います。
また今月下旬には、ビクトリア市のリサ・ヘルプス市
長が就任後初めて来盛することになっています。盛岡の
歴史や魅力をお伝えするとともに、これまで築き上げて
きた交流の絆を感じてい
ただこうと思っています。
新渡戸稲造博士をきっか
けにしてつないだ両市の
縁をこれからも大切にし
「願わくは われ太平洋
の橋とならん」の言葉ど
おり、交流の輪を広げて
リサ・ヘルプス市長と記念撮影
いきたいですね。
（７月のカナダ訪問時）

まさひさ

ングライターの吉田真央さんによる特別ライブなどを開催。玉山地域の
マスコットキャラクター・たま姫ちゃんも登場！

▶各種イベント：生け花体験（28日）や茶席体験（両日）のほか、先
着100人にバルーンアートをプレゼント（29日）

▶作品展示：同館利用団体などによる手芸や絵画、

込みご飯の販売
▶当たり付き餅まき
▶ピアノ喫茶
▶産直コーナー

【問】同ホーム☎623-2701

昨年の中央通勤労青少年ホーム祭りの様子
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【時間】13時～16時
【場所】盛岡体育館（上田三）
【対象】小学生
【定員】150人※応募多数の場合は抽選
【申し込み】市公式ホームページに掲載
または、市内スポーツ施設などに設置し
ているチラシに必要事項を記入し、〠
020-8530（住所不要）市役所スポー
ツツーリズム推進室へ郵送。ファクス
603-8015または直接でも受け付けます。
10月27日㈮必着。直接の場合は同日17
時締め切り
【問】同室☎603-8009
【広報ＩＤ】1020898
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昨年のオリンピックデーの様子

▶きのこ汁やきのこ炊き

よ ね

■

【時間】10時～15時
【場所】中央通勤労青少年ホーム
（中央通三）
【主な内容】

じ

■

「見る！食べる！愛でる！イワテ盛岡きのこ大祭」をテーマに、秋の味
覚きのこにまつわる楽しいイベントを開催します。

た か ひ ら し ん

髙平慎士さん（陸上競技）
2008年北京オリンピック 銅メダル ほか
米田容子さん（水泳/シンクロナイズドスイミング）
2004年アテネオリンピック 銀メダル ほか
逸見佳代さん（スキー/フリースタイル）
2006年トリノオリンピック出場
大山加奈さん（バレーボール）
2004年アテネオリンピック出場
中野照子さん（ビーチバレー）
1996年アトランタオリンピック出場
武田大作さん（ボート）
2012年ロンドンオリンピック出場 ほか
■芳野法一さん（ボート）
1964年東京オリンピック出場

■

2［広報もりおか 29.10.１］

め

オリンピアンと一緒に手つ
なぎ鬼や玉入れなどの種目
に挑戦しよう！ オリンピ
アンへのＱ＆Ａコーナーや
サイン会などもあるよ

■

作品展や活動報告など、文化芸術に関する企画・
展示をしてみませんか？ 市は、採用された企画を
市公式ホームページで告知するなど支援します。
【応募期間】10月11日㈬～11月10日㈮※実施期間
は平成30年２月14日㈬～３月11日㈰
【場所】中央公民館（愛宕町）
【申し込み】市内公民館で配布している企画申込書
に必要事項を記入し、〠020-0013愛宕町14-１、中
央公民館へ郵送または直接受け付け。詳しくは、同
館☎654-5366へお問い合わせください
【広報ＩＤ】1020903

10/15
日

中央通勤労青少年

フェスタ

参加アスリートと主な出場大会

■

公民館で企画展を
プロデュース！

【問】同館☎683-2354
【広報ＩＤ】1020907

オリンピック
■

昨年の作品展示の様子

昨年の舞台発表の様子

たま姫ちゃん

を披露

員に
者全
参加
を
ャツ
Ｔシ
ト！
ゼン
プレ

写真、生け花、書道、俳句などの作品を展示

▶舞台発表：ピアノやダンス、楽器演奏、民謡など

12/９
土

［広報もりおか 29.10.１］3

