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向川原虎舞風虎会に
よる虎舞

会場を盛り上げたミス
さんさ・さんさ太鼓連

ふだい荒磯太鼓
による演舞

岩手もりおか復興フェスタ初開催

元 気を 発 信
仙台すずめ踊り
伊達の舞も出演

ガンバレ岩手！
と声援を送る観
光客の皆さん

都南太鼓保存会に
よるオープニング

岩手もりおか復興フェスタ（同フェスタ実行委員会主催）が10月
７日・８日、もりおか歴史文化館（内丸）周辺で開催されました。東
日本大震災の被災地への支援に感謝し、復興に全力で取り組む元気な
姿を芸能・祭りを通して発信しようと、県内と宮城県仙台市から13
むかい が わ ら と ら ま い
団体が参加。躍動感あふれる演舞で観客を魅了しました。向川原虎舞
ふう こ かい
よしのり
風虎会（大槌町）の中村義則会長（37）は「震災で虎舞の道具が全
て流されたが、多くの支援を受けここまで復活することができたこと
に感謝している。これからも伝統を絶やすことなく活動し、虎舞を通
じてがんばる姿を見てもらいたい」と話しました。

会場は多くの観客
でにぎわいました
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国民健康保険費や介
護保険費など、特定の
財源で事業を運営して
います。

幡宮例大祭で、各町内から山車と共
に参加した屋根付きの担ぐ屋台。形
態を留めているのは市内に２台のみ

歴史的建物の保存・活用と地域活性化

幼少期に観賞した盛岡文士劇と、若い頃テレビ放映され作家とし
て舞台に立つことが憧れだった東京文士劇。この印象が私の中に強
くあり、盛岡文士劇を復活させるという話を聞いた時は一も二もな
く協力しました。座長として20年以上継続できているのは、絶え
間なく文化人が誕生する盛岡の風土や協力団体などの支えがあって
こそ。自分の功績といわれると少し面はゆい感じもします。交通機
関の発達で東京との距離が近くなり、盛岡で暮らし、刺激を受けな
がら物語を書けることは大きな幸せです。これからも執筆活動を中
心に盛岡の文化振興に携わっていきたいですね。

市消防団第５分団の屯所として長年使われてきた紺屋町番屋が平
成17年、新屯所完成に伴い空き家となりました。消防団としての
思い入れも強く、町内会としても地域の象徴的な建物を次世代へ残
そうと考え、20年４月に同委員会を設立。地権者71人全員の同意
を得るのに数年かかったものの、市に寄付する形で保存することが
でき、また、丁印の復元・保存も多くの力添えがあり成し遂げられ
ました。紺屋町周辺は歴史的な建物が点在し観光客も多く、同番屋
も修学旅行生などの見学ポイントになっています。今後も地域内外
の人と協力しながら、にぎわいを生み出す活動を続けていきます。

（▲はマイナス）
歳出決算額
前年度との比較増減
310億5869万円 ▲７億7354万円
240億4842万円
６億2626万円
28億6337万円
8756万円
15億8442万円
▲1555万円
▲201万円
５億2325万円
1511万円
▲9849万円
2933万円
▲564万円
▲1477万円
818万円
365万円
82万円
601億3442万円 ▲１億9536万円

地方公共団体の財政健全度を判断する次の４つの
指標について、市はいずれも表のとおり基準を下回
り、健全な水準です。いずれかの指標が基準を超え

市の財政は
健全です！

財政指標

ると「早期健全化団体」や「財政再生団体」になり、
財政健全化のため税金の増額、住民サービスの見直
しなどが必要になります。

（財政健全化判断比率
）

早期健全化基準

⾲
①実質赤字比率
一般会計を中心とした赤字割合

赤字は発生
していません

②連結実質赤字比率
全ての会計の赤字割合

赤字は発生
していません

③実質公債費比率
年間の借金返済額の割合

健全
団体

16.25％

9.6％
（10.4％）

④将来負担比率
将来負担すべき負債の割合

：28年度の盛岡市の比率

68.6％
（73.0％）

※（

財政再生基準
20％

11.25％

健全財政

2［広報もりおか 29.11.１］

民生費 15万 569円
総務費 ５万3012円
土木費 ５万1733円
公債費 ４万2742円
教育費 ２万8621円
その他 ５万5676円
計
38万2353円

ちょう か み ちょう ちょう じるし

芸術文化の継承と振興

お も

■特別会計
特別会計名
国民健康保険費
介護保険費
後期高齢者医療費
中央卸売市場費
農業集落排水事業費
土地取得事業費
母子父子寡婦資金貸付
公設浄化槽事業費
東中野財産区など
計

紺屋町番屋
保存・活用委員会
市保存建造物の紺屋町番屋（明
治24年建設、大正２年改築）の
保存・活用と継承に寄与。構成
員である紺屋町町内会と消防団
第５分団は、鍛 冶 町 紙 町 丁 印 ※
の復元に尽力 ※藩政時代の盛岡八

行政サービスの提供
に掛かる費用

盛岡文士劇復活の発起人であり、
その後も座長として舞台の維
持・発展に寄与するなど盛岡の
文化振興に尽力。また作家とし
て岩手の歴史を題材とした小説
を多く執筆。数々の文学賞を受
賞し、日本の文学界をリードす
る存在（昭和22年生まれ・緑
が丘二丁目在住）

※いずれも年額

）内は27年度の比率

25％

食費などの生活費（人件費）
医療費・健康保険（扶助費）
自動車などの購入（普通建設費）
日用品の購入（物件費）
ローンの返済（公債費）
町内会費や生命保険（補助費）
子どもへの仕送り（繰出金）
預金
家や自動車の修理（維持補修費）
その他（災害復旧・貸付金など）
計

130万円
250万円
112万円
111万円
105万円
108万円
81万円
29万円
８万円
６万円
940万円

出

出

か つ ひ こ

髙橋 克彦 さん

市民１人当たりで
見ると…

市税の負担

Katsuhiko Takahashi

は、市表彰条例に基づき、学識経験者や市議会議員などで構成
する市表彰選考委員会の答申を受けて決定されます。昭和30
年に始まり、本年度の受章を含め、これまでに312人と24団
体を表彰。表彰式は11月３日㈮、愛宕町の中央公民館で行い
ます。【問】総務課☎626-7513【広報ＩＤ】1021192

特別会計

本年度の市勢振興功労者に石川育成さん、岩清水晃さん、髙
橋克彦さんの３人と紺屋町番屋保存・活用委員会の１団体が選
ばれました。市勢振興功労者表彰は、公共の福祉の増進と市勢
の進展に尽くした功績が顕著な人または団体を顕彰するもので、
市で最高の栄誉ある表彰として位置付けられています。受章者

個人市民税 ５万5458円
固定資産税 ５万7758円
都市計画税
7154円
9377円
その他
計
12万9747円

360万円
233万円
179万円
93万円
17万円
６万円
20万円
42万円
950万円

支

民生費 439億6827万円（39.３％）
総務費 154億8024万円（13.９％）
土木費 151億 679万円（13.５％）
公債費 124億8123万円（11.２％）
教育費
83億5775万円（７.５％）
衛生費
77億 635万円（６.９％）
消防費
38億9300万円（３.５％）
農林費
25億3941万円（２.３％）
その他
21億1944万円（１.9％）
計
1116億5248万円（100％）

入

市勢の発展に尽くした功績を表彰

基本給（市税）
親からの支援（国・県支出金）
諸手当（地方交付税や交付金）
自動車など購入のための借金（市債）
自宅の部屋を間貸し（使用料など）
古本を売却（財産収入）
預金の取り崩し（繰入金）
その他
計

入

27年度に比べて、認定こども園の運営費
や積立金など民生費と総務費が増え、道路工
事や土地区画整理、土淵小・中一貫教育導入
施設整備に係る工事の一部完了などで土木費
と教育費が減ったことにより、総額では９億
3565万円の減になりました。

27年度に比べて、市税の納付額や公共施
設の長寿命化対策のための財政調整基金から
の繰入金などが増え、市債の借り入れや地方
交付税などが減ったことにより、総額では
15億4029万円の減になりました。

市税
427億7354万円（37.８％）
国庫支出金
202億6663万円（17.９％）
地方交付税
147億1967万円（13.０％）
市債
110億9587万円（９.８％）
県支出金
73億6722万円（６.５％）
地方消費税交付金
52億5037万円（４.６％）
繰入金
23億6802万円（２.１％）
繰越金
19億8881万円（１.８％）
その他
72億 652万円（６.５％）
計
1130億3665万円（100％）

29年度市勢振興功労者

市税による収入を年収360万円（基本給月額30
万円）の家計に例えて、それぞれを家計の項目
（年額）に置き換えています。

収

昔はどの家庭も鉄瓶で湯を沸かしていましたが、時代と共に鉄器
が使われなくなり、業界として厳しい時期がありました。そのうえ
後継者の問題もあり、400年の歴史がある南部鉄器の伝統をどのよ
うに維持していくのかと憂慮。ところが、海外で南部鉄器がブーム
になり、再び見直されてきています。そして最近では、市外で働い
ていた跡継ぎたちが家業に携わり、一緒に作品展を開くなど活発に
活動しています。若い世代ががんばっている姿を見ることができて、
本当にうれしいです。100年先まで南部鉄器が継承されるよう、伝
統を守りつつ、時代に合った道筋をつけていきたいですね。

歳入

市の歳入と歳出を家計に例えると？

歳

南部鉄器業界の振興と産業の活性化

市に夜間急患診療所がない頃、夜間に多くの急患が受診する病院
では、入院患者を診るための当直医が外来対応に追われ、一睡もで
きず疲弊。その状況を打開する必要があり、夜間急患診療所開設へ
の足掛かりをつくりました。また、昭和62年に移転する際は管理
者として、熱を出した子と心配する保護者の助けになればと設備を
より充実させました。東日本大震災のような災害時には、医療機関
を結ぶ医師会が中心となって動かなければなりません。助けを求め
る現場に必要な支援を素早く届けるんだという使命感でやってきま
した。それに応えてくれた周囲にも感謝しています。

福祉や教育、都市整備など、市の主なお金の出し入れをし
ています。28年度の決算は、歳入から歳出を差し引いた13億
8417万円から、29年度へ繰り越した事業の財源２億8156万円
を差し引いた実質収支で、11億261万円の黒字になりました。

歳

救急医療体制の整備と地域保健の向上

一般会計

南部鉄器協同組合理事長などと
して業界をけん引し、技術の継
承と生産基盤の維持などに努め、
その振興に貢献。また市工業振
興懇話会委員として、市工業振
興ビジョンの策定に取り組むな
ど、本市の工業振興に大きな役
割を果たした（昭和18年生ま
れ・館向町在住）

昨年度に比べどうなった？

市医師会会長などとして救急医
療と検診事業を強化。特に市夜
間急患診療所の充実に努めると
ともに災害時医療救護体制を確
立。また市学校保健会会長とし
て児童生徒の健康管理に努めた
ほか、市医師会付属の看護学院
長として看護師育成に貢献（昭和
５年生まれ・東新庄二丁目在住）

岩清水

市は、市税や地方交付税などを財源にして予算を編
成し、市民生活の向上と快適なまちづくりに取り組ん
でいます。28年度決算がまとまったので、概要をお
知らせします。【問】財政課☎613-8362【広報Ｉ
Ｄ】1010723

早期
健全化
団体

30％

財政再生
団体

35％

350％
財政悪化

市債残高は1319億7001万円で、
27年度に比べ１億2608万円減にな
りましたが、人口減の影響により、
市民１人当たりの借金は45万1930
円（28年度末時点）と27年度に比
べ1059円の増となりました。

市長コラム

№８

守・破・離

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

気分転換していますか？
盛岡市長

皆さんは日々の生活の中で
上手に気分転換しています
か？ 私はたまの休みには畑
に出掛けてみます。最近はジ
ャガイモを収穫。黙々と土い
じりをしたり、手を休めて岩
手山を眺めたり、いつもの仕
事とは違う非日常を過ごすこ
とでリフレッシュできていま
す。頭の切り替えにもなりますので、皆さんにもたま
にいつもの生活とは違うことをしてみるのをお勧めし
たいです。
さて、来月には私も出演する盛岡文士劇があります。
台本も届き、少しずつ準備を進めています。舞台に立
つことも私にとっては非日常。どんな舞台になるか今
から楽しみです。
［広報もりおか 29.11.１］3

28年度

上下水道局の決算

上下水道事業は、皆さんが支払っている水道料金、下水道使用料を主な財源に運営して
います。28年度の決算は、水道事業と下水道事業が共に純利益を計上しました。
施設の老朽化や使用水量の減少など、厳しい経営環境にありますが、今後も良質な上下
水道サービスを提供するため、業務の見直しや適切な事業選択を行い効率的な運営に努め
ます。【問】上下水道局経営企画課☎623-1442

収益的収支（消費税抜き）

水道事業決算

総収益75億4784万円

−３㌔

上下水道局の会計は公営企業会計です。
この会計は、年度ごとの料金など主たる収

総費用56億9329万円

【問】健康増進課☎603-8305

サンサン
チャレンジ

「サンサンチャレンジ」は、生活習慣病を
予防し、健康的に体重・腹囲を減らすための
６カ月間の教室です。市国民健康保険（国

サンサンチャレンジの利用券を送付します。
さまざまな生活習慣病の発症や心臓病など
の重い病気につながらないように、専門スタ

保）加入者で、特定健康診査や国保人間ドッ
クの結果、生活習慣病発症リスクが高いもの

ッフが生活習慣や栄養・運動についてアドバ
イスします。費用は無料です。利用券が届い

の、生活習慣の改善で予防が期待できる人に

た人はぜひ参加しましょう。

設整備の投資とその財源の「資本的収支」
の２つに分けて管理しています。

チャレンジの対象者

チャレンジの流れ

〜水道施設を整備するための財源と費用〜
収入５億8752万円

支出41億1478万円

対象になるのは、市国保に加入している人で、特定健康診査など
の結果が次の人です。

・男性85㌢以上
・女性90㌢以上

純利益

または

腹囲

総収益は75億4784万円、総費用は56億
9329万円で、収益的収支は18億5455万

腹囲

−３㌢

益・維持管理費用の「収益的収支」と、施

資本的収支（消費税込み）

〜水道水をつくり送り届けるための収益と費用〜

国民健康保険
特定保健指導

体重

ＢＭＩ
25以上

ＢＭＩ＝体重㌔÷身長㍍÷身長㍍
計算例：身長160㌢で体重70㌔の人
ＢＭＩ＝70÷1.6÷1.6≒27.3

18億5455万円

円の純利益となりました。

不足額
35億2726万円

主な事業
①安定した給水確保のため、老朽化の
進んでいる浄配水場施設や配水管路
を計画的に更新しました
②災害に強い水道システムの構築のた
め、応急給水用資機材や災害支援シ
ステムを整備しました
③水道水源の良好な水質を保つため、
水源かん養林を適切に維持管理しま
した

水道料金

施設の減価償却費など

62億1674万円

22億5267万円

21億1732万円

※不足額は、留保
資金などで補てん
しました

体格

＋
喫煙習慣あり

修繕費など

ＢＭＩ値

・血糖が高め・血圧が高め
・脂質に異常あり
（一つ以上該当）

やせ
正常域
肥満
18.5以上
18.5未満 25.0未満 25.0以上

現在、血圧や血糖、コレステロールを下
げる薬を服用している人、脳卒中や心臓
病などの生活習慣病で通院中の人は、サ
ンサンチャレンジの対象になりません。
引き続き、かかりつけ医の指導を受けて
ください

15億7343万円

ひまわりクラス

よつばクラス

積極的支援

動機付け支援

【対象】生活習慣を改善する
必要性が高い人

！﹂
﹁これならできる
を
という健康プラン
考えよう

＋
施設の建設改良
のための費用

生活習慣改善の必要性の度合いによって、２つの
クラスに分かれます。

【対象】生活習慣を改善する
必要性が中程度の人

参加申し込み

教室（グループ制）または個
別面接で自分の生活習慣を振
り返り、保健師や管理栄養士
と一緒に生活スタイルに合わ
せた健康プランを考える

保健師や管理栄養士との個
別面接で一緒に生活スタイ
ルに合わせた健康プランを
考える

借入元金の返済
12億8810万円

人件費
12億4740万円

長期前受金戻入
６億6413万円

↲

7億円

動力費・薬品費

その他

１億9465万円

936万円

収益的収支（消費税抜き）
〜下水を処理するための収益と費用〜
総収益82億4707万円

総費用76億7809万円

総収益は82億4707万円、総費用は76億

↳

４億2514万円

６億6697万円

下水道事業決算

将来のための投資

５億8752万円

↲

↰

その他

サンサンチャレンジ参加者の声

工事負担金など

借入金の利息

受けてよかった！

資本的収支（消費税込み）
〜下水道施設を整備するための財源と費用〜
収入21億3969万円

支出55億9862万円

サンサンチャレンジに参
加して、目標の−３㌢を
達成しました。食事量を
見直したり、歩くことを
心掛けるなど6カ月間無
理なく取り組めました。
今も、こまめに体を動か
したり、歩くようにした
りしています。
（60代・男性）

こまめに体重を測るなど
自分の体をよくチェック
するようになりました。
サンサンチャレンジに参
加し、間食を多く取り過
ぎていたことに気付き、
食生活の見直しができま
した。
（60代・男性）

運動教室に参加し、普段
から姿勢に気をつけるよ
うになりました。栄養の
アドバイスも受け、献立
もきのこや野菜類などを
多く取り入れるようにな
りました。
（50代・女性）

健康プランに沿って生活習
慣の改善に取り組む。保健
師や管理栄養士などが運動
教室や食事チェックシート、
バランス食の試食などでサ
ポート。月一回程度、手紙
や電話でも支援

健康プランに沿って自主的
に生活習慣の改善に取り組
む。保健師や管
理栄養士が手紙
で支援

ス
具体的なアドバイ
でやる気アップ

６カ月後、体重・腹囲や生活習慣の変化を確認

純利益
５億6898万円

7809万円で、収益的収支は５億6898万円
の純利益となりました。経営の効率化に努
め、今後もさらなる改善を図っていきます。

不足額
34億5893万円

主な事業

40億1688万円

借入元金の返済

※不足額は、留保
資金などで補てん
しました

37億9626万円

本年度最後の特定健診を実施します

市国保に加入し、本年度の特定健康診
査や人間ドックを受診していない40〜74
歳の人を対象に、集団健診を実施します。
他会計負担金

修繕費など

28億4911万円

21億8670万円

借入金
９億6570万円

↲

動力費

3491万円

18億213万円

６億4744万円

他会計負担金
５億2643万円

固定資産売却代金
12万円

↲

人件費
４億2808万円

施設の建設改良の
ための費用

工事負担金や分担金、
国庫補助金など

↲

↰

１億1520万円

↲

９億213万円

10億1152万円

↲

借入金の利息
長期前受金戻入
その他
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施設の減価償却費など

12月10日㈰に

【時間】９時〜11時
【場所】県予防医学協会（北飯岡四）
【定員】60人
【費用】無料
【申し込み】11月９日㈭10時から健康保険課
☎626-7527で先着順に電話受け付け

今年も10月までの実施期間に特定健診を受
けられなかった、平日には健診に行けない
…という人、この機会をお見逃しなく！

申し込みは
お早めに！

①安定した下水の最終処理の確保と浸
水被害の防止を図るため、ポンプ場
などの下水道施設を改修しました
②下水道施設の耐震化・老朽化への対
応のため、長寿命化対策と施設を更
新しました
③水洗化普及のため、排水設備無料点
検の実施や水洗化普及資金融資制度
の利用啓発に努めました
④衛生的な生活のため、生活排水を処
理場まで送る「汚水管」や雨水の浸
水を防ぐ「雨水管」を整備しました

下水道使用料
43億8063万円

ラスト
ス！
チャン

当日は乳がん検診と
子宮頸がん検診も実施
【時間】９時〜11時
【定員】各検診30人
【申し込み】11月９日㈭10時から県

予防医学協会☎638-7184で先着順
に電話受け付け
※市国保加入者以外の人も受診できます

その他
23万円

［広報もりおか 29.11.１］5

市中央卸売市場で感謝祭開催

大好評！ミカンの
詰め放題

旬の味覚求め市場活況
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！

県内の被
害額

え

昨年同期
に比べ
約1600

▼

特殊詐欺事件が続発

１億1700
万円超

×

＝

域

×

大きなメバチマグロが目の前でさばかれ、
その場で競り売りへ

お

こし

協力隊

大ケ生で最高の乾杯を！

コ

地

「近くのＡＴＭに行って操作を」
「宅配便でお金を送って」
「現金持参で上京してほしい」
「キャッシュカードと暗証番号の
メモを自宅まで取りに行くから準
備を」

た

ん

もり探
盛岡をディープに探る

訪問購入トラブル

「不要な着物を買うという電話があったので家に来てもらったら、強引に貴金属を
買い取られた」といった、訪問購入のトラブルに関する相談が寄せられています。相
談者全体の約７割を60歳以上が占め、中でも女性からの相談が多いことが特徴的。
消費者を保護する制度を知って、トラブルに巻き込まれないようにしましょう。

訪問購入利用の際の
貴金属をむやみに見せない、
触らせない
業者が「鑑定してあげる」と指輪を
持ってこさせ、売ると決めていない
のに千円だけ置いて勝手に持ち去る
など、トラブルの原因になります。事前の
電話では衣類や食器を買い取る約束だった
にもかかわらず、約束になかった物を訪問
時に勧誘するのは違法です。

広

告
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▼

▼

▼

買い取りを合意した場合も 物品の種類・
特徴 購入価格 物品の引き渡しを拒める
旨 クーリング・オフ 業
者の連絡先―などがきち
んと記載された書面の交付
を求めましょう。
▼

心得

買い取り業者が突然訪問
し勧誘することは法律で
禁止されています。また、
断ってもしつこいなどの
悪質な勧誘にも対応しな
いようにしましょう。

書面の交付を求める
▼

飛び込み勧誘・悪質勧誘に応じない

８日間は物品を引き渡さず
冷静に考えるのも手
上記の
上記の書面を受け取ってから８日以内
はク
はクーリング・オフ期間。考え直し
て契
て契約を解除することもできます。
また
また、一度引き渡すと「もう転売し
た」
た」などと返却されないことも。８
日間
日間は手元に置いてじっくり考える
こと
こともルールで認められています。

年内
最後の

第３回

くらしとお金の
く
安心合同相談会
安

借金や生活費不
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、弁護士や専門の
相談員が応じます。費用無料。秘密は厳守
します。
【日時】12月９日㈯10時〜16時
【場所】消費者信用生活協同組合（南大通
一丁目８-７CFCビル２階）
【申し込み】同協同組合☎653-0001で電
話予約が必要
【主催】同協同組合と市、県社会福祉協議
会、市社会福祉協議会、岩手弁護士会消費
者問題対策委員会、NPO法人いわて生活
者サポートセンター

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る
本コラム。今回の担当は、池内
絵美隊員です。
【問】農政課☎613-8458
え

み

民生委員・児童委員
〜100年間、このまちとともに〜
もに〜
ＶＯＬ.７
Ｌ.７

地域の身近な相談相手として、誰も
が安心して暮らせる地域づくりのため
め
委
にさまざまな活動をしている「民生委
員・児童委員」。日々の活動や思いに
齋
ついて、巻堀地区民生委員協議会の齋
藤勲会長にお話を聞きました。
【問】地域福祉課☎626-7509

市役所
テレビ岩手
中の橋
盛岡城
プラザおでって
跡公園
（肴町分庁舎２階）

栃内病院

ゆう

見守り つなぐ

地図 消費者信用生活協同組合の所在地

消費生活センター

おお が

お初にお目にかかります。６月から大ケ
生で生活しています。それまでは、映画や
ドラマなど映像制作の裏方仕事で全国を回
っていました。中でも市民参加型の映画に
携わることが多く、初めての映画制作で困
惑する一般の皆さんをフォローする手伝い
や、ハッパ掛け要員などをしてきました。
完成を迎えるまで毎回本当に四苦八苦する
のですが、完成時にみんなと掲げる「乾杯
ビール」と達成感が病みつきで、今も地域
おこし活動をしながら続けています。
市民参加型の作品では、映画づくりを通
してその地域の「未来」を見ているように
感じます。地域の人々が本気で話し合い、

旧盛岡バス
ななっく センター所在地

いさお

杜陵老人
福祉センター

消費者信用
生活協同組合

広

悩み、描き出していく「物語」があり、
それが未来へとつながっているから
です。大ケ生でもそのような本気
の人たちと出会いつつあります。
今はこの土地にじっくりと浸って
いる最中。自然と伝統、人々の営
みが共存していて、「暮らしの
原点」に気付かされる日々で
す。今後、大ケ生の「物語」
がどう描かれていくのかご
注目ください。一緒に描い
てみたいと仲間になってく
れる人は、ぜひぜひご連絡
をお待ちしています！

高舘剣舞保存会の皆さんと︒
私も笛の練習を始めました

「保険料を還付します」
「個人情報が漏れている
ので削除してあげる」
「名義を貸してほしい」
「会社での不祥事を解決
するのにお金が必要」

ム

お金の受け渡し指示

果物の競り落とし体験を
する来場者

きよ ら

ラ

電話の理由

怪し過ぎ！

特殊詐欺事件でよく
使われるキーワード

名乗り方
「市役所○○課」
「県警○○課」
「○○銀行」
「○○庁」
「○○生活センター」
「○○老人ホーム」
「○○法律事務所」
「息子・孫」

言われ
た
と
お
りにせず
︑
消
費
生
活
センター
や
親族・知
人へ
相談しま
しょう！

「自分はだまされない」と自信があった人でも被害に遭っていることから、
犯人は言葉巧みに動揺させて冷静な判断力を失わせていることが分かります。
被害額が大きいと生活困窮に陥り、その後の人生が一変してしまう場合も。
次のような電話があったら自分だけで解決しようとせず相談しましょう。

今年１月〜８月末の
県警まとめ

報
トラブル警
発令中！

もりおか市場まつり（市中央卸売市場運営協力会と市の
主催）が10月８日、羽場10地割の市中央卸売市場で開か
れ、旬の味覚を求める家族連れなどでにぎわいました。全
国の産地から直送された新鮮な果物や水産物などが販売さ
れたほか、競りの体験やマグロの解体実演など、市場なら
ではのイベントも開催。中でも小学生以下限定のサンマつ
かみ取りやホタテ釣りは、行列ができるほどの盛況ぶり。
家族５人で訪れた鎌田清楽ちゃん（津志田小１年）は「サ
ンマを４匹くらい取れた。市場まつりはいつも楽しみ」と
顔をほころばせました。

県内で振り込め詐欺や還付金詐欺などの「特殊詐欺事件」が続発していま
す。被害者の多くは日中に在宅している高齢者。詐欺の手口を知っていて

万円増

１回100円のサンマつかみ取り
では５匹以上ゲットする子も

わたし

地域の一員として郷土の絆を守りたい
玉山地域には昔ながらの地域のつな
がりが残っていると思いますが、個々
の住民が抱える問題はやはり多様化・
複雑化してきていると感じます。それ
に対応するため、巻堀・渋民・玉山地
区の民生委員は年４回ほど合同で勉強
会を開き、認知症やひきこもりなど福
祉課題について話し合っています。ま
た、地域の特性として、高齢者の割合
が高く、広い地域に住家が散在してい
るということがあります。特に冬は見
守り訪問活動が難しくなりますし、高

齢者の集まりなどを企画しようとして
も移動手段の確保が課題になります。
苦労もありますが、私たちの活動の
重要な役割は「つなぐ」ということ。
委員や自治会役員などを続けている
と、地域のほとんどの皆さんと顔見知
りになりますし、地区内のさまざまな
施設とも協力関係が築かれていきま
す。一人で頑張ろうと気負わず、あく
まで地域の一員として、地域や行政な
どと連携し、郷土の絆や助け合いの輪
を守っていきたいです。

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）
盛岡の北山にある寺で、かつて江戸の感応寺を模した五重塔が建っていた寺
はどこですか。 ①法泉寺 ②東禅寺 ③教浄寺 ④聖寿寺

情報インデックス

●夜間納付相談
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】11月７
日㈫・９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

●高齢者・障がい者なんでも110番
【日時】
11月８日㈬13時〜17時【場所】県福
祉総合相談センター（本町通三）
【申し込
み】東海林法律事務所☎623-9511
（当日
は☎625-0110）
で電話または直接受け付け

【日時】11月６日㈪〜20日㈪、10時〜
16時【場所】大慈清水御休み処（鉈屋
町）
【内容】
「盛岡の四季」など19点を
展 示【費用】無料【問】同御休み処☎
622-8989【広報ＩＤ】1021042
どころ

●市立病院神経精神科作品展
【日時】11月９日㈭〜10日㈮、10時〜15時
※10日は13時半まで【場所】市立病院（本
宮五）
【内容】精神科作業療法利用者に
よる作品や手作り菓子の販売、バザーな
ど。10日は14時から、同病院神経精神科
の岩城 忍 医師による不眠についての講演
【費用】無料【問】同病院☎635-0101
い わ き しのぶ

●西部公民館まつり2017

し ょ う じ

●リハビリ無料相談会
【日時】
11月９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

●成年後見相談
【日時】11月９日㈭・16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

●補聴器無料相談会
【日時・場所】
11月15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

●女性のための法律相談
【日時】11月27日・12月25日・来年１月
29日・２月26日・３月26日、月曜、10時
〜12時【場所】もりおか子育て応援プラ
ザm a*m all（大通三）
【定員】各先着
２人【費用】無料※託児は有料【申し込
み】開催月の１日（１月は４日）９時から
子ども青少年課☎613-8354で電話受
け付け※託児利用は５日前までに申し
込み【広報ＩＤ】1020965
マ

モ ー ル

【日時】11月10日㈮〜12日㈰、９時〜
16時※12日は15時まで【内容】同館で
活動する団体による作品展示や舞台発
表、茶会、手打ちそば模擬店、こども囲
碁教 室、おやつ販売など【問】同館☎
643-2288【広報ＩＤ】1017252

●なくそう！女性に対する暴力
【日時】11月10日㈮〜16日㈭、９時〜21
時半※土・日曜は17時、16日は15時まで
【場所】もりおか女性センター（中ノ橋通
一）ほか【内容】DV防止の啓発パネル
展示など▶街頭キャンペーン【日時・場
所】11月11日㈯12時〜15時はイオンモー
ル盛岡南（本宮七）、15日㈬11時〜13時
はホットライン肴町（肴町）
【内容】クイ
ズや啓発グッズの配布など【問】同セン
ター☎604-3303【広報ＩＤ】1017291

●見前地区公民館まつり
【日時】11月11日㈯〜12日㈰、10時〜
16時【場所】見前地区公民館（津志田
中央二）
【内容】同館で活動する団体に
よる発表や作品展示【問】同館☎6391788【広報ＩＤ】1020943

●子ども科学館に行こう

し

●もりおか歴文館新収蔵資料展
寄贈などにより新たに収蔵した資料を
広

告

８［広報もりおか 29.11.１］

【日時】11月12日㈰13時〜16時【場
所】キャラホール（永井24）
【内容】県内
の合唱団やサークルによる発表会【費
用】無料。当日会場へどうぞ【問】同ホ
ール☎637-6611【広報ＩＤ】1021162

●動物公園へ行こう
動物公園（新庄字下八木田）で次の
イベントを開催。申し込みは動物資料
館前で開始10分前から先着順に受け
付けます。いずれも入園料が必要です。
【問】同園☎654-8266 リースを作
ろう【日時】11月12日㈰・19日㈰、13時
半〜15時【定員】各30人 マツボックリ
ツリーを作ろう【日時】11月23日㈭・26
日㈰、13時半〜14時半【定員】各30人

●老人の意見発表大会
豊富な人生経験で培った意見や思い
を高齢者が発表します。
【日時】
11月14日
㈫13時半〜15時半【場所】市民文化ホー
ル大ホール（盛岡駅西通二）
【費用】無料
【問】長寿社会課内、
もりおか老人大学事
務局☎603-8003【広報ＩＤ】
1007604

おもてせ ん け ど う も ん か い

千家官休会と表千家同門会による茶会
【費用】900円【問】同館☎654-5366

●おでって芸能館
【日時】11月19日㈰13時半〜15時半
【場所】プラザおでって（中ノ橋通一）
【内容】南矢幅さんさ踊り保存会と中
野七頭舞保存会、北上翔南高鬼剣舞部
による演舞【費用】前売り1200円、当
日1500円。中学生以下無料。前売り券
は同館２階で販売中【問】同館☎6043300【広報ＩＤ】1021074
なな づ まい

●都市景観シンポジウム

第32回全日本わんこそば選手権を開催
します。入場無料です。
※選手権出場者の
募集は締め切りました。
【日時】
11月12日㈰
10時〜15時【場所】盛岡つなぎ温泉ホテル
紫苑
（繫字湯の舘）
【問】㈱中原商店内、盛

【日時】11月11日㈯11時〜11時半【対
象】４歳〜小学生
◎おひざにだっこの会
【日時】11月17日㈮10時半〜11時【対
象】乳幼児
（♠）は幼児〜小学生が対象の催しです。 ■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎かみしばいのへや（♠）
【日時】
11月８日㈬10時半〜11時【対象】幼児
●施設の利用制限と休館日変更
【日時】11月９日㈭15時半〜16時
■都南公民館（永井24☎637-6611）
◎おはなしころころ
◎子どもシネマランド
みちのくコカ・コーラボトリングリ
【日時・対象】11月10日㈮、10時20分
【日時】11月11日㈯10時半〜11時半
ンク（本宮五）☎601-5001：11月５日
〜11時は１歳３カ月以上、11時10分〜
㈰・19日㈰・21日㈫は終日、利用でき
■松園地区公民館
（東松園二☎661-8111）
●差し押さえ物件の公売
11時半は１歳２カ月以下
ません 市立総合プール（本宮五）☎
◎おはなし★らんど
◎おはなしのじかん
634-0450：11月17日㈮〜19日㈰・21
【日時】11月８日㈬10時〜12時【対象】
市が 差し 押さえた不 動産や動産を
日㈫・26日㈰は終日、利用できません。
未就学児
Yahoo!官公庁オークションで公売します。 【日時・対象】11月11日㈯、11時〜11
時20分は４歳〜小学１年生、11時半〜
公売方法や期間など詳しくは市公式ホー
＜訂正＞
●30年度保育施設の入園受付
12時は小学２年生以上
ムページをご覧ください。
【申込期間】11
10月１日号６ページに掲載した
◎えほんのへや（♠）
月８日㈬13時〜21日㈫23時【問】納税課
【受付期間】11月６日㈪〜20日㈪、９
「弾道ミサイル発射などの情報が
【日時】11月16日㈭15時半〜16時
☎613-8466【広報ＩＤ】1010803
時〜17時※日曜を除く【対象】市に住民
届いたら」について、屋外にいる場
■都南図書館（永井24☎637-3636）
登録をしている人【申し込み】各保育施
合の行動は「近くの建物の中か地
●工場用地を売却します
◎「指で読む絵本」
（点訳絵本）の展示
設に備え付けの入園申込案内を確認の
下に避難する」に訂正します。
【期間】11月１日㈬〜17日㈮
上、入園申込書と健康状態等調査票を
盛岡工業団地に隣接する渋民野球場
◎おはなしのじかん
第１希望の保育施設へ直接提出してくだ
跡地（渋民字岩鼻）を入札により売却し
さい。詳しくは市公式ホームページで確
ます。購入を希望する人は11月30日㈭ 【日時】
11月８日㈬11時〜11時半【対象】幼児
認してください【問】子育てあんしん課☎
17時までに入札参加の申し込みが必要
◎おとぎのへや（♠）
【受付時間】９時〜17時
626-7511【広報ＩＤ】1002502
です。詳しくは市公式ホームページをご
【日時】毎週土曜、14時半〜15時
覧ください。
【問】ものづくり推進課☎
■渋民図書館（渋民字鶴塚☎683-2167）
※当番院が変更になることがあるので、事
●条例案への意見を募集
前に電話で確認してから利用してください
626-7538【広報ＩＤ】1021085
◎えほんのへや
【日時】11月15日㈬15時半〜16時【対
旧盛岡競馬場跡地（上田）の自由広場
月日
接骨院名
電話番号
●成人のつどい入場券について
11/５ さとう整骨院（月が丘一） 641-7586
象】小学１〜３年生
ゾーンに設置する施設に関する条例案へ
11/12 小山田接骨院（東松園二）663-2574
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
の意見を募集します。応募方法など詳し
来年１月７日㈰14時から、盛岡タカヤ
11/19 ひかり整骨院（高松二） 663-7515
◎わくわくおはなし会
くは、市公式ホームページをご覧ください。 アリーナ（本宮五）で成人のつどいを開
11/26 小笠原整骨院（好摩字上山） 682-0106
【募集期限】11月20日㈪17時【問】企画
催。対象は平成９年４月２日〜平成10年
調整課☎613-8394【広報ＩＤ】
1021246
４月１日生まれ。参加には入場券が必要
で、市内在住の対象者には11月中旬に
●盛岡ブランド表彰候補者の
内：内科、外：外科・整形外科、小：小児科、歯：歯科、薬：薬局
送付します。市外在住で帰省先が市内
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。
推薦を募集
にある参加希望者は、往復はがきでの
日 区分
名称
所在地
電話番号
申し込みが必要です。詳しくは市公式ホ
盛岡ブランドの推進に寄与し、功績が顕
鎌田内科クリニック
本宮二丁目20-１
636-1725
内
ームページをご覧ください【問】生涯学
著な人や団体を表彰する「もりおか暮らし
加賀野消化器内科・内科クリニック 天神町11-８
604-1123
習課☎639-9046【広報ＩＤ】1003281
物語賞」候補者の推薦を募集。推薦方法
外 栃内病院
肴町２-28
623-1316
小 寺井小児科医院
山王町１-９
623-8249
など詳しくは市公式ホームページをご覧く
11/３
●市スキースポーツ少年団団員募集
歯 国労会館歯科
盛岡駅前北通４-４国労会館２階 653-5228
ださい。
11月30日㈭17時締め切り
【問】都市
㈮
あざみ薬局本宮店
本宮二丁目20-18
631-2888
1009730
戦略室☎613-8370【広報ＩＤ】
【対象】小学１年〜中学生【定員】基礎
天神町薬局
天神町８-24
681-2441
薬
80人、競技30人【申し込み】11月11日
中津川薬局
肴町８-５
604-2300
●シネマアートギャラリー2018
茶畑薬局
茶畑二丁目６-14
622-1800
㈯14時から市総合プール（本宮五）で
大浦内科・歯科クリニック
津志田西二丁目13-３
639-3315
展示作品の募集
直接受け付け。会費など詳しくは市ス
内 かなやま内科医院
浅岸一丁目12-22
621-8680
キースポーツ少年団の坂本さん☎662映画に関する絵画を募集し、映画館
渋民中央病院
渋民字大前田53-２
683-2336
3814へお問い合わせください
通りなどに展示する「シネマアートギャ
外 ヒロバランスクリニック
松園二丁目37-10
664-6037
11/５ 小 川久保病院
津志田26-30-1
635-1305
ラリー2018」を開催します。応募作品は
●野外焼却に注意
歯 双木歯科医院
月が丘二丁目３-25
645-7311
㈰
審査の上「もりおか映画祭2018」で入
つばさ薬局
津志田西二丁目13-５
632-2166
賞作品の表彰を行います。
【募集期間】
ごみの野外焼却は法律で禁止されてい
なすかわ薬局
名須川町24-１
605-8130
薬
マリーン薬局
松園二丁目37-８
664-0566
来年１月19日㈮まで。応募方法など詳
ます。農林業のためのやむを得ない焼却
オーロラ薬局
南仙北三丁目２-30
635-1233
しくは市公式ホームページをご覧くださ
など例外も認められていますが、その場
小豆嶋胃腸科内科クリニック
仙北三丁目13-20
636-1503
内
い【問】経済企画課内、もりおか映画祭
合でも草木を十分乾燥させて少しずつ焼
中村内科医院
若園町２-５
622-7103
2018シネマアートギャラリー事務局☎
却するなど、火災を起こさないよう注意し
外 細井外科医院
大沢川原一丁目１-２
624-2715
小 中村こどもクリニック
上厨川字杉原50-47
648-7711
613-8389【広報ＩＤ】1021191
ましょう。【問】環境企画課☎613-8419
11/12
当日1500円。前売り券は11月６日㈪か
ら同館や市内プレイガイドで販売【問】
同館☎654-2911【広報ＩＤ】1021061

お知らせ

を販売します。降車の際は、乗 務員が
パスを見やすいよう提示してください。
【販売日時】11月13日㈪以降の月〜金
曜※年末年始と祝日を除く、10時〜15
時【販売場所】ななっく１階バス乗車券
売場、盛岡駅前バス案内所など※神明
町のバス仮設乗降所では販売しません
【対 象】市内在住で購入時に70歳以
上の人【販売価格】5400円【問】県交
通☎654-2141か県北バス☎641-1212、
JRバス東北☎604-2211

ヤ

【日時】11月22日㈬13時半〜16時半【場
所】プラザおでって（中ノ橋通一）
【内容】
29年度都市景観賞の表彰と㈱モリノバ
の浅野聡 子 代表取締役による「盛岡の
ひととまちの出会いが生まれる場所づく
りを目指して」と題した基調講演など【費
用】無料。当日会場へどうぞ【問】景観政
策課☎601-5541【広報ＩＤ】1010212
あき

こ

●農業を始めたい人の見学会

市内で新たに農業を始めたい人や就
農して間もない人を対象に、先進的な取
り組みをしている農業者らの田畑や施
設の見学会を開催します。
【日時】11月
●もりげきライヴ
27日㈪13時半〜16時半【定員】先着15
人【費用】保険料が必要【申し込み】は
【日時】
11月15日㈬19時〜21時【場所】盛
がきに住所と名前、年齢、性別、電話番
岡劇場（松尾町）
【出演】Ease、澤田トリオ
プラス
【費用】前売り1000円、当日1200円。 号を記入し、〠020-0878（住所不要）
農政課「新規就農者現地見学会」担当
小学生以下無料【問】
同劇場☎622-2258
へ。11月20日㈪必着【問】同課☎613●絵で伝えよう！私の町のたからもの
8458【広報ＩＤ】1008201
【日時】11月17日㈮〜19日㈰、10時〜
●保育士の再就職研修会
17時※19日は16時まで【場所】テレビ岩
手（内丸）
【内容】市内の小・中学生によ
【日時】11月30日㈭９時半〜12時【場
る絵画展【費用】無料【問】盛岡ユネス
所】ふれあいランド岩手（三本柳）
【内
コ協会の藤澤さん☎090-7664-4073
容】保育士の資格がある人が安心して
再就職するための講話や実践【定員】
●盛岡弁で語る昔話
40人【費用】無料【申し込み】11月24
日㈮まで保育士・保育所支援センター
【日時】
11月18日㈯14時〜14時半【場所】
も
☎637-4544で電話受け付け
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による語り
【定員】先
●高橋克彦版「四谷怪談」
着50人【費用】展示室入場料が必要【問】
同館☎681-2100【広報ＩＤ】
1019825
【日時】12月10日㈰、11時〜14時と15
時〜18時【場所】もりおか町家物語館
●月釜茶会
（鉈屋町）
【内容】平成12年に上演され
た舞台の録画ビデオ上映と高橋克彦さ
【日時】11月19日㈰９時半〜15時【場所】
中央公民館（愛宕町）
【内容】武者小路
んによるトーク【費用】前売り1200円、
イ ー ズ

みず ほ

む しゃ こう じ

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

●全日本わんこそば選手権

催

●キャラホール童謡唱歌を歌う会

▲

【日時】
11月８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

●井堂雅夫版画展

岡三大麺普及協議会事務局☎647-0474

▲

●空き家・不動産無料相談会

展示します。
【日時】
12月18日㈪まで、
９時
〜18時
【場所】
もりおか歴史文化館
（内丸）
【費用】展示室入場料が必要【問】
同館☎
681-2100【広報ＩＤ】
1020946▶ギャラリ
ートーク
【日時】
11月３日㈮13時半〜14時

表 子ども科学館の各種イベント（いずれも定員はなし）
イベント名
日時
内容（費用）
岩手大の天文学部による太陽の観察
太陽を見る会 11/11㈯・25㈯、13時〜15時
会。悪天候時は太陽の解説（無料）
①11/12②11/19③11/26④ ①地球と生物の日曜日②レゴロボット
サイエンスな 12/３、日曜、体験は10時半・ な日曜日③カミナリを見よう！④石け
日曜日
11時20分・13時の各30分間、シ んで汚れをおとす日曜日（展示室入場
ョーは11時・14時の各20分間
料が必要）
ロボットコン
県内の中学生が設計・製作したロボッ
12/２㈯10時〜12時
テスト大会
トによる競技（無料）

福祉のために。

図 書

▼

談

▼

せ ん け か んきゅうか い

相

フ

ー

接骨院の日曜当番

休日救急当番医・薬局

●まちなか・おでかけパスを販売

●寄付をいただきました

12月１日㈮から来年５月31日㈭まで
利用できる「まちなか・おでかけパス」

■第21回チャリティーみちのく芸能大
会（向田三 男 会長）13万934円。社会

広

みつ

お

㈰

歯 新津歯科クリニック
せんぼく調剤薬局
せいりゅう薬局
薬
つくし薬局下の橋店
ミルキー薬局

神明町10-38
仙北三丁目13-22
紺屋町６-24藤井ビル102
大沢川原一丁目１-３
上厨川字杉原50-48

623-4611
635-0330
623-1511
624-8730
646-0369

告
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もっと知りたい！盛岡
市公式ホームページ

もりおか

もりおかすんぴょう

volum
e5

▼

トークショーで力強く語る荻原さん

スキーが
大好きだー！

広
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！

28

わら
け ん

健司
さん

じ

スキーノルディック
複合選手兼指導者

おぎ

荻原

自然 が身近 にある
都会的 なまち

寸評

盛

岡には、今回初めて来ました！ 都市と自然が
近くていいなと思います。生まれ育った草津町

は標高が約1200㍍あり、雪が多い地域です。小学生
の頃は双子の弟とスキー漬けの毎日。放課後に父が毎
日軽トラックで近くのスキー場まで連れていってくれ
て、暗くなっても弟と滑っていました。当時はナイタ
ー照明もなく、アイスバーンで凸凹になったコースを
目を凝らしながら競争。「わ〜怖え〜！」と思いなが
らも、それ以上に弟に負けたくない気持ちが強かった
ので、先にゴールできた時の喜びはひとしおでした。
遊びの感覚で恐怖心をも克服してきた経験が、大人に
なって苦しいトレーニングから逃げ出さずに乗り越え、
さらに上を目指していく基礎になったと思います。
1992年のアルベールビルオリンピックでは、ノル
ディック複合という競技はまだ知名度が低く、自分が
この競技を知らしめてやるんだ、という強い決意で臨
みました
みました。行きの空港では１人もいなかった取材陣が、
金メダル獲得後の帰りには黒山の人だかり（笑）。今
金メダル
は選手と
は選手としてだけでなく、指導者としても選手の育成
ピョンチャン
に関わっ
昌オリンピックでは、
に関わっています。半年後の平
育成して
育成している６人全員を代表にしたいし、その中から
金メダ
金メダリストを誕生させたいですね。
スポー
スポーツでは、１位の人もいれば最下位の人もいま
す。不本
す。不本意な結果を何かのせいにしてしまったりとい
うことが
うことがあるかもしれない。でも、自分を奮い立たせ
られる
られるのは自分しかいない。一人でも多くの人に、
「自分に負けるな」と自分自身に言い聞かせら
れる人になってほしい。そのために、スキーと
いうスポーツを通じていろいろな人を勇気づけ
ることが僕の役割だと思っています。何より、
僕にとってスキーは「大好きな遊び」。生涯続
けたいですね。

広

告
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直筆
直筆サイン色紙
を
抽選で１人へプレゼント
▼▼

９月24日、健康ウオー
クin御所湖のため来盛。
1992年アルベールビル
オリンピック・1994年リ
レハンメルオリンピック
で金メダルを獲得。昭和
44年、群馬県生まれ

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

応募資格：盛岡市に住んでいる人。
応募資
応募方
応募方法：はがきに住所と名前、年齢、性別、電話番
性別 電話番号
号、
広報も
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
聴広報課「荻原健司さんサイン色紙プレゼント係」へ郵送してくだ
さい。1
さい。11月15日㈬消印有効。応募は１人１通まで。当選者の発表
は、プ
は、プレゼントの発送をもって代えます。

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。

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
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
④聖寿寺

編集後記
表紙取材の日は雨で、濡れなが
ら取材をしていたら、女性が
「朝からずっと大変ね。餅まき
で２個もらったから１個どう
ぞ」とお餅をくれました。盛岡
の人は優しいですね！ 池

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：14万3220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。
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
7
ます。Ⓒ盛岡市2017
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使用しています。

