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◆主な内容◆（平成30年１月１日号）
市長の新春あいさつ、新春イベント、歴文館&
原敬記念館イベント、啄木かるた大会参加者募
集、絵画展、子ども科学館に行こう
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消費生活情報「えぷろん」、盛岡ライフスト
ーリー、連載コラム「地域おこし協力隊」
「民生委員・児童委員」
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もりおか寸評（ロバート キャンベルさん） ８ページ

見どころがいっぱいの盛岡。

すごろくで一周してみよう！

家族みんなで楽しんでね。

遊び方
●コマを点線に沿って切り取り、裏に台
　紙を貼りましょう。
●サイコロを振って、出た目の数だけ進
　みましょう。
●ゴールにぴったりの目の数が出るまで
　続けてみましょう。
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チャグチャグ
馬コに乗る

天満宮でこま犬を見る。
勉強のやる気アップ！
１つすすむ

都南つどいの森
のアスレチック
で筋肉痛

北上川ゴムボ
ート川下り大
会に出場

盛岡手づくり
村で南部せん
べい作り

啄木マラソン
に出場盛岡三大麺を

食べる

志波城古代公
園のマスコッ
トキャラの名
前を言う

高松の池のボ
ートで花見

動物公園で動
物と触れ合う

本州一寒いと
も言われる薮
川でそばを食
べる

１つ戻る

１つすすむ

神子田朝市で
盛岡りんごを
買う

姫神山の登山に初
挑戦。啄木の歌を
一つ詠めたら
２つすすむ

大ケ生金山で
金鉱脈発見！
１つすすむ

上の橋で鮭の遡上
を見守る。「ぎぼ
し」が漢字で書け

たらつなぎ温泉の足湯で
リラックス
１回休み
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岩山のスキーで転ぶ
START
に戻る

岩洞湖のワカ
サギ釣り
に夢中
になる

お
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盛岡市広報キャラクター

「モリィ」

津志田芋の

汁子の芋
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 すごろく
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東北の元気と盛岡の魅力を全国に発信
謹んで、市民の皆さまへ新年のごあいさつを申

し上げます。
昨年、40回の節目を迎えた盛岡さんさ踊りは

例年以上に熱気に包まれました。また友好都市締
結５周年の記念として、沖縄県うるま市の島

しま

袋
ぶく

俊
とし

夫
お

市長や友好大使で女優の比嘉愛
まな

未
み

さんに参加し
ていただき、祭りに華を添えていただきました。
さらに姉妹都市のカナダ・ビクトリア市との交流
が縁で、2020東京オリンピック・パラリンピッ
クではカナダのホストタウンとなり、水球カナダ
とラグビーカナダの事前キャンプ受け入れが決定
するなど、ゆかりの都市との絆がさらに深まった
年でした。
本年は、東北六魂祭の後継として新たにスター
トした「東北絆まつり」が本市で開催されますの
で、この機会に被災地の復興と東北の元気を全国

に発信するとともに、本市を訪れる多くの人々に
本市の魅力を感じていただき、交流人口の増加に
資するよう趣向を凝らしていきます。
また、2019ラグビーワールドカップや2020東
京オリンピック・パラリンピックの成功に向かっ
て機運をさらに高め、市民の皆さまと共に力強く
進んでいく大切な年でもありますので、スポーツ
に関心を持ち、さまざまな形で関わっていただけ
るような事業を展開してまいります。
私は、市民の皆さまとの信頼の下に、人々が生
き生きと暮らし、本市が東北の拠点都市としてさ
らに発展を続けられるよう全力を注いでいきます。
結びに、本年が皆さまにとって健やかで実り多
い年となりますよう心より祈念申し上げ、新年の
あいさつといたします。

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ

「子ども科学館の坊や」を
略して「こかぼう」だよ

新春初泳ぎ
【日時】１月３日㈬10時～17時
【場所】市立総合プール（本宮五）
【内容】プールを無料開放します。11
時45分からは餅つきを開催。ついた餅
は先着100人に振る舞います。13時か
らはアクアビクスの無料体験を実施
【問】同プール☎634-0450

季節展「新春歴文館
コレクション」
【日時】３月19日㈪まで、９時～18時
【場所】もりおか歴史文化館（内丸）
【内容】江戸時代後期から昭和時代初
期までに描かれた干

え

支
と

「いぬ」をテー
マにした資料を中心に紹介
【問】同館☎681-2100
【広報ＩＤ】1021580

　原敬が内閣総理大臣に就任したのは大正
７年で今年、100周年を迎えます。政治家
を目指した理由や、総理大臣になるまでの
道のりと同館の歴史を館長が講演します。
【日時】１月13日㈯
　　　　13時半～15時
【場所】原敬記念館
　　　（本宮四）
【費用】無料
【問】同館☎636-1192
【広報ＩＤ】1021581

【日時・部門】２月17日㈯▲

小学１～３年生と中学生の部：
　10時～12時▲

小学４～６年生の部と一般の部：
　13時～16時
【場所】姫神ホール（渋民字鶴塚）
【費用】無料
【申し込み】玉山総合事務所産業振興課や市
役所本館１階の窓口案内所、都南分庁舎１階

の窓口案内所（津志田14）などに備え付けの
申込用紙に必要事項を記入し、〠028-4132
渋民字渋民９、石川啄木記念

第16回 啄木かるた大会　
郷土の歌人・石川啄木に親しんでもらおうと、啄木の短歌100首

で作られた「啄木かるた」。今年も、啄木かるたを使った大会を開
催。３人一組での参加チームを募集します。また、大会を支えるボ
ランティアも募集します。【問】石川啄木記念館☎683-2315

啄木生誕祭３
人
一
組
の

参
加
チ
ー
ム

大
募
集
！

写真は昨年の大会の様子

館へ郵送。１月20
日㈯消印有効。申込
用紙は市公式ホーム
ページからもダウン
ロードできます
【広報ＩＤ】1021567

　パリで活躍した画家・ロートレックをはじめ、その時代を生
きた画家たちの版画や油彩、水彩など約300点を展示します。
【日時】２月16日㈮～３月25日㈰
　　　　10時～17時※入場は16時半まで
【場所】市民文化ホール展示ホール（盛岡駅西通二）
【費用】小学生～高校生500円（当日800円）、大学生以上
1000円（当日1200円）。未就学児は無料
【問】同ホール☎621-5100

子ども科学館で遊ぼう
　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

新春もちつき
【日時】１月７日㈰14時～
【場所】ゆぴあす（上田字小鳥沢）
【内容】臼ときねを使った昔ながらの餅
つき体験とついた餅の振る舞い。※振る
舞いは餅がなくなり次第終了
【定員】餅つき体験は先着30人
【問】ゆぴあす☎662-1414

消防出初式
【期日】１月７日㈰
【時間・場所】▶式典：10時半～、
盛岡城跡公園（内丸）▶分列行進：
11時～、サンビル（大通一）～映画
館通りの交差点
【問】消防対策室☎626-7404

新春イベント

年明けから文化を堪能

講演「原敬と記念館の歩み」
～総理就任100周年と開館60周年を
記念して～

テーマ展「近代岩手・
盛岡鉄道沿線の名勝」
【日時】２月19日㈪まで、９時～18時
【場所】もりおか歴史文化館（内丸）
【内容】花鳥画に優れた川口月

げっ

村
そん

が明治時
代に描いた岩手・盛岡の鉄道沿線の名勝を
資料で紹介
【問】同館☎681-2100
【広報ＩＤ】1021577
■ギャラリートーク
【日時】１月14日㈰13時半～14時
【内容】同展について学芸員が解説します
【定員】先着20人

ロートレックとベル・エポックの巴
パ

里
リ

―1900年

岩手県鉄道沿線名勝図巻「開運橋からの眺望」

【期間】２月15日㈭～３月31日㈯
【場所】モン・フレーブ（盛岡駅前北通、
  　　　 ホテルメトロポリタン盛岡
　　　　NEW WING２階）
【内容】ロートレックが残したレシピを
基に料理を再現し、ランチなどで提供
【問】同店☎625-6262

デ
ィ
ヴ
ァ
ン
・
ジ
ャ
ポ
ネ
（
部
分
）

表　子ども科学館の各種イベント
イベント名 日時 内容 定員 費用

星空ギャラリー「日食・月食」１/４㈭～31㈬、９時～16時半 日食と月食の写真展 なし 無料

化石のレプリカ １/５㈮～８㈪、10時半～11時・11時半
～12時・14時半～15時・15時半～16時

化石の観察と、三葉虫とアンモナイトの化石レプリ
カ作り※９時から整理券を配布。１人１枚まで

各回
20人 各回250円

ナイトミュージアム １/６㈯①18時～18時半②18時半～20
時③19時～19時半

①星空みどころ案内②星を見る会③子ども向け映画
音楽※③は当日の17時半から受付でチケットを販売

①③各160
人②なし

①②無料③中学生以下
200円、高校生以上500円

サイエンスショー「科学でキ
ッチンマジック！」

１/７～２/４の日曜と１/８㈪
13時～13時20分 キッチンにある物での科学手品 なし 無料※展示室入場料が

必要
星音～こかぼうときく子ど
も向け映画音楽～

１/７㈰・８㈪・13㈯・14㈰
16時半～17時

こかぼうと一緒に子ども向けの映画音楽と星空を楽
しむ

各回
160人

４歳～中学生各回200円、
高校生以上各回500円

冬休み実験工作教室
①プロペラカー
②光るフォトスタンド

①１/９㈫・11㈭②１/10㈬・12㈮
10時～11時・13時～14時・15時10分
～16時10分

①プロペラの風力で走る車の模型を作る②ＬＥＤラ
イトで模様が光るフォトスタンドを作る※９時から
当日分の整理券を配布。１人１枚まで

各回
20人

①各回800円
②各回1000円

たのしい科学技術作品展
①中学校部門
②小学校部門

①１/13㈯～21㈰※１/15㈪は除く②１
/27㈯～２/12㈪※１/29㈪・30㈫・２/
５㈪・６㈫は除く、９時～16時半

①市内の中学生による技術・家庭科作品の展示②市
内の小学生による理科工作・自由研究作品の展示 なし 無料

ホッピングダンサー １/14～28、日曜
10時半～12時・14時～15時半

声の振動でビーズが踊っているように飛び跳ねるお
もちゃを作る

各回
30人 各回150円

偏光板キーホルダー ２/４㈰
10時半～12時・14時～15時半 ステンドグラスのような模様のキーホルダーを作る 各回

30人
各回300円※展示室入場
料が必要

【日時】２月17日㈯14時～
【場所】市民文化ホール展示ホール前ア
　　　　トリウム （盛岡駅西通二)
【内容】美食家でもあったロートレック
について、その生活や時代背景などを交
えながら紹介
【講師】キュレーターの林綾

あや

野
の

さん
【費用】無料。当日会場へどうぞ

【日時】３月４日㈰10時～12時
【場所】市民文化ホール第２会議室
　　　 （盛岡駅西通二）
【内容】いろいろな形を版

はん

にし、カラフ
ルな版画アートを楽しむ
【講師】市民文化ホール相談員の佐々木
　　　　繁

しげ

美
み

さん
【対象】小学生と保護者
【定員】10組20人
【費用】１人500円
【申し込み】１月27日㈯10時から同ホー
ル☎621-5151で先着順に電話受け付け

昨
年
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様
子

】同ホ

■キッズ・アート・ワークショップ　ペッタン・
ぺったん・ペッタン‟はんがアートdeあそぼう”

子ども科学館マスコットキャラクター
「こかぼう」

東
蝦
夷
地
図
並
土
人
図

関連イベント

昨
年
の
ワ

ク
シ

プ
の

子
様
子

■記念講演会「ロートレックの食卓」
■美食家ロートレックの料理



　［広報もりおか 30.１.１］５４［広報もりおか 30.１.１］

消費生活情報
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☎604-3301へ！

　石油ストーブの火を消さずにタンク
に給油した際、タンクから灯油がこぼ
れ、火が燃え広がった
【事故を防ぐために】
●給油するときは必ず火を消す
●タンクのふたをきちんと確認する

暖房器具　使い方

よくある事故の例
石油ストーブ編

の

　電気ストーブを布団の近くで使った
ため、布団に引火し火事になった
【事故を防ぐために】
●睡眠時や外出時はスイッチを切る
●燃えやすい物を周りに置かない

注意 　寒さが厳しくなるこの時期。石油ストーブや電気スト
ーブの暖房機器による火災などに注意しましょう。実際
に事故につながった例を紹介します。

　石油ストーブを付けたまま就寝。密
閉した室内で使ったため、不完全燃焼
状態になり一酸化炭素中毒で死亡
【事故を防ぐために】
●就寝時は使用しない
●小まめに窓を開けるなど換気を必ず
　行う

広　告

電気ストーブ編

暖房便座編

　暖房便座に30分座っていたら、低
温やけどになった
【事故を防ぐために】
●温度が比較的低くても肌に直　接触
れ続けるのは危険。高齢者や体の
不自由な人、要介護の人などが使
用する場合は小まめに温度調節
をする

体
が
体の
が使

　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】３月３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

くらしとお金の安心合同相談会

地図 消費者信用生活協同組合の所在地

栃内病院

市役所

中の橋
プラザおでって

消費生活センター

テレビ岩手

盛岡城
跡公園

消費者信用
生活協同組合
消費者信用
生活協同組合

杜陵老人
福祉センター

市役所

中の橋
プラザおでって

消費生活センター
旧盛岡バス
センター所在地
旧盛岡バス
センター所在地

テレビ岩手

盛岡城
跡公園

杜陵老人
福祉センター

ななっくななっく
（肴町分庁舎２階）（肴町分庁舎２階）

栃内病院

　日常生活で起こる暖房器具などの事
故は、法律による規制や作る人・売る
人の自主的な取り組みだけでは防ぐこ
とができません。製品事故から身を守
るためには、使う人も安全な製品の選
択や正しい使い方、点検を怠らないこ

となど日頃からの注意が必要です。
　日頃から注意して使っていれば不具
合の早期発見にもつながります。不具
合や故障などが判明したときは、使用
を中止して消費生活センターや
販売店などに相談しましょう。

　石油ファンヒーターの近くに置いた
スプレー缶が過熱され破裂し、火事に
なった
【事故を防ぐために】
●スプレー缶などの可燃性ガスは加熱
　すると大変危険。熱源からは必ず遠
　ざけて保管する

多発する電気周りの事故

　電化製品などのコードや配線器具による火災やや
けどが全国的に増えています。次のような使い方は
絶対にやめましょう。

●コードを束ねたままで使う
●コードを自分で修理して使う
●電気タップの定められた容量を超えて使う
●強い力でコードを曲げる・引っ張る
●コードを引っ張ってプラグを抜く
●コードに重い物を置いたまま使う
●コンセントにほこりや水分が付いたまま使う

コンセント付近を

チェックしてみましょう
！

に

石油ファンヒーター編

　暖房器具がリコールの対象になって
いませんか？　リコール対象の器具を
知らずに使っていると大きな事故につな
がる恐れがあります。自分が使っている
暖房器具などを確認してみましょう。

●消費者庁　リコール情報サイト
　http：//ｗｗｗ.recall.go.jp/

使う人の注意と点検が事故を防ぐ

使っている暖房器具は大丈夫？

広　告広 告

ＶＯＬ.9～100年間、このまちとともに～

　市民生児童委員連絡協議会は、民生
委員制度創設100周年記念誌として、
これまでの活動を記録した「盛岡市民
生児童委員連絡協議会のあゆみ」を発
刊しました。今回はその記念誌について
紹介します。
【問】地域福祉課☎626-7509

　市の民生委員の始まりは、大正15年
に始まった貧しい人たちの生活状況の
調査や救済にあたる「方面監察員制度」
です。発足当初は福祉に対する社会的
な関心が低い中での活動でした。その後
名称が「民生委員制度」へと改められ、
少子高齢化や近隣住民の関係の希薄化
などの新たな課題へ行政や関係機関と
共に取り組んできました。
　制度の生い立ちから現代までをまと
めた100周年記念誌を地域福祉課と市

立各図書館、市社会福祉協議会に配架
しました。この記念誌は、民生委員の活
動を振り返るとともに「記憶の玉手箱」
として将来の活動の拠りどころとなるよ
う願いを込めて編集されています。これ
までの制度と活動の成功や反省点など
を知ることで、これからの活動をより良
いものにできるはずです。また、民生委
員制度がどういったものなのかを知るき
っかけにもなるので、皆さんもぜひ読ん
でみてください。

　  見守り つなぐ
民生委員・児童委員

●民生委員制度創設100周年記念誌を発刊

地
域

おこ
し協力隊コラ

ム

もり探
た ん

盛岡をディープに探る

　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、中里
直
なお

樹
き

隊員です。
【問】産業振興課☎683-3852

和太鼓で広げる玉山の輪

　新年明けましておめでとうございます。私
は、昨年８月に神奈川県横浜市から妻と子ども
２人と一緒に玉山へ引っ越してきました。特技
は、出身地の洋野町で中学時代から続けてきた
和太鼓で、地元団体への指導や楽曲提供もして
いました。
　地域おこし協力隊に応募した理由は、「人と
人との輪を広げる仕掛け人になりたい！」と以
前から考えていたからです。和太鼓を通して人
の輪が広がっていくのがとても好きで、その体
験をより多くの人に感じてもらいたいと思い玉
山に来ました。今は後継者不足で活動休止中の

和太鼓団体の復活に向けて、現状を把握すると
ころから活動を始めているところです。
　また、今年４月にリニューアルオープンする
ユートランド姫神の活性化のためにいろいろな
活動を考えています。例えば、新たに設置さ
れる研修室や大部屋を使って和太鼓団体で合宿
をするなど、新たなユートランド姫神をフル活
用して玉山内外の人たちと交流し、「玉山の
輪」を広げていきたいです。玉
山がより盛り上がり、元気にな
っていく手助けができるように
頑張ります！

第５回

手づくり村秋まつりでの太鼓演奏（左）手づくり村秋まつりでの太鼓演奏（左 玉山地域の人と交流

100周年記念誌

大切な人に心を込めて
消しゴムハンコで年賀状作り
子ども向けワークショップ「年賀状をつくろう」（盛岡

てがみ館主催）が12月３日、プラザおでって（中ノ橋通
一）で開かれ、小学生12人が手作りの年賀状に挑戦しまし
た。講師から「年賀状は日本独特の文化。時間をかけて作
った年賀状は、もらう人もうれしい」と説明があり、参加
者は真剣な様子で、干

え

支
と

のモチーフなどをかたどった消し
ゴムハンコを作り、カラフルな年賀状に仕上げました。参
加した桂優

ゆ

梨
り

子
こ

さん（太田東小３年）＝写真右上＝は「彫
刻刀は難しかったけれど、楽しかった。できた年賀状はク
ラスの友達や先生に送りたい」と顔をほころばせました。

▲少しづつ丁寧
に彫り進める
子どもたち

大切な人に心を込めて
消しゴムハンコで年賀状作り

一所懸命
作ったよ！
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時※９日は17時まで【場所】川徳（菜園
一）【内容】東日本大震災被災者の手
仕事作品や沿岸地域の物産の販売など
【問】Ｓ

セ ー ブ

ＡＶＥ ＩＷＡＴＥの寺井さん
☎601-6482

●冬の動物公園臨時開園
【日時】１月13日㈯・14日㈰、９時半～
15時半【場所】動物公園（新庄字下八
木田）【内容】動物の冬ならではの様子
を観察。両日とも、冬眠中のヤマネを
見るイベントを13時から13時半まで開
催【費用】入園料、駐車場代とも無料
【問】同園☎654-8266

●新農業人フェア in いわて
【期日】１月13日㈯【場所】アイーナ
（盛岡駅西通一）【内容・時間】 ▼新規
就農セミナー：10時半～12時 ▼個別相
談：10時半～15時（随時受け付け）【費
用】無料。当日会場へどうぞ【問】県農
業公社☎623-9390

●もりげきライヴ
【日時】１月17日㈬19時～21時【場所】
盛岡劇場（松尾町）【出演】K

か ず を

AZUWO
ばんど2018【費用】前売り1000円、当日
1200円。小学生以下無料【問】同劇場
☎622-2258

●シニアエンジョイスキー教室
【日時】１月19日㈮８時40分～16時
【場所】網張温泉スキー場（雫石町）
【内容】楽しみながらスキーの技術を
学ぶ【対象】50歳以上の初級～中級
者【定員】15人【費用】2000円【申し
込み】往復はがきに住所と名前、性別、
年齢、電話番号、教室名を記入し、〠
020-0106東松園二丁目５-３松園地区
公民館へ郵送。１月12日㈮必着。定員
を超えた場合は抽選【問】同館☎661-
8111【広報ＩＤ】1021540

●歩くスキーツアー
①岩手山麓・七

なな

滝
たき

【日時】１月21日㈰９
時～15時※集合は西根ＩＣ駐車場（八
幡平市）②鞍

くら

掛
かけ

山麓【日時】２月18日㈰
９時半～15時※集合は相の沢キャンプ
場駐車場（滝沢市）【対象】歩くスキー
経験者【定員】各25人【費用】各2000
円【申し込み】①は１月５日㈮10時～16
日㈫17時②は１月５日㈮10時～２月13
日㈫17時、市スキー協会の三浦さん☎
692-5899で先着順に受け付け

●東日本大震災復興支援
　チャリティーコンサート
【日時】１月27日㈯14時～15時【場所】西部
公民館（南青山町）【内容】伊藤隆

たかし

＆ざ・は
なみちによるギターコンサート【費用】無料。

支所などに備え付けるほか、市公式ホー
ムページにも掲載します。【提出方法】
任意の用紙に住所と名前、電話番号、
意見を記入し、〠020-8531（住所不
要）市役所廃棄物対策課へ郵送。持参
またはファクス626-4153、市公式ホー
ムページでも受け付けます【提出期限】
郵送は１月26日㈮消印有効。その他は
同日17時締め切り【問】同課☎626-
3755【広報ＩＤ】1021593

●観光審議会委員を募集
　市は、観光審議会の委員を２人募集
します。【任期】３月１日から２年間【応
募資格】①３月１日現在、市内に１年以
上住んでいる20歳以上②市の他の審
議会などの委員を務めていない③平日
の日中に開く年２回程度の会議に出席
できる―の全てに該当する人【申し
込み】市役所別館７階の観光交流課や
本館１階の窓口案内所、各支所などに
備え付けの申込用紙に必要事項を記入
し、〠020-8530（住所不要）市役所
観光交流課へ郵送または持参。郵送は
１月25日㈭必着。持参は同日の17時締
め切り。応募多数の場合は選考【問】
観光交流課☎626-7539【広報ＩＤ】
1021549

●もりおか就職ガイダンス
　参加事業所募集
　３月15日㈭に開催する「もりおか就職
ガイダンス」の参加事業所を募集します。
市公式ホームページから申込用紙をダウ
ンロードし、盛岡公共職業安定所へお申
し込みください。【募集期間】１月10日㈬
８時半～25日㈭17時15分【問】同職業安
定所☎624-8905【広報ＩＤ】1021586

●高齢者福祉・介護保険計画
　策定の住民説明会
　30年度から32年度までを計画期間
とする市高齢者保健福祉計画・第７期
介護保険事業計画の策定に当たり、市
民の皆さんから意見を聴くため表１の
とおり説明会を開きます。【費用】無料。
当日会場へどうぞ【問】介護保険課☎
626-7560【広報ＩＤ】1021413

●差し押さえ物件の公売
　市が差し押さえた不動産や動産を
Y
ヤ フ ー

ahoo!官公庁オークションで公売しま
す。詳しくは、市公式ホームページをご
覧ください。【参加申込】１月10日㈬13
時～23日㈫23時【公売方法・期間】 ▼

入札：１月30日㈫13時～２月６日㈫13
時 ▼ せり売り：１月30日㈫13時～２月
１日㈭23時【問】納税課☎613-8466
【広報ＩＤ】1010803

●市立総合プールの利用制限

　 １月13日㈯・14日㈰・16日㈫・28日
㈰は終日、利用できません。【問】同プ
ール☎634-0450

●マイナンバーカード交付申請
　を日曜日も受け付け
　マイナンバーカードの交付申請を平日
のほか、表２の窓口では日曜日も受け付
けています。交付申請に必要な顔写真の
撮影は無料です。市は、住民票や印鑑証
明などの証明書をコンビニで交付するサ
ービスを７月から開始予定。このサービ
スを受けるには同カードが必要です。詳
しくは、市民登録課☎613-8145・8307
へ問い合わせるか、市公式ホームページ
をご覧ください。【広報ＩＤ】1021239
表２　日曜日の受付窓口と時間

受付窓口 受付時間
市民登録課
（市役所本館１階）

第１・４日曜
10時～15時

都南総合支所市民係
（都南分庁舎１階）

第２・４日曜
10時～15時

玉山総合事務所税務住民課
（玉山総合事務所１階）

第４日曜
10時～15時

●し尿などのくみ取り料金の改定
　盛岡・都南地域のし尿・浄化槽汚泥
のくみ取り料金が４月から表３－１・２
のとおり変わります。【問】廃棄物対策
課☎626-3755【広報ＩＤ】1001557

●児童手当や障がいがある人の
　各種手当
　子どもを養育している人や障がい
がある人には各種手当が支給されま
す。対象や金額など詳しくは、担当課
へ問い合わるか市公式ホームページを
ご覧ください。【問】子ども青少年課☎
613-8354・障がい福祉課☎613-8346

【広報ＩＤ】児童手当1002493・児童
扶養手当1002494・特別障害者手当
1004106・障害児福祉手当1004108・
特別児童扶養手当1004109

●成人のつどいは
　盛岡タカヤアリーナで開催
　盛岡市成人のつどいは盛岡タカヤアリ
ーナ（本宮五）で１月７日（日）14時から開催。
当日の周辺道路は大変混雑し、会場の駐
車スペースには限りがあります。公共交通
機関の利用にご協力ください。【問】生涯
学習課☎639-9046【広報ＩＤ】1003281

●勤労者への融資制度があります
　市は生活資金や教育資金、育児休業
生活資金を融資しています。融資条件
や貸付限度額など詳しくは東北労働金
庫盛岡支店☎629-1111へ問い合わせ
るか市公式ホームページをご覧ください。
【広報ＩＤ】1008111

●ミツバチの飼育は届け出を
　ミツバチを飼う人（趣味で飼う人も含
む）やその予定がある人は、１月１日現
在の飼育群数と年間の飼育計画を１月
31日㈬までに盛岡広域振興局農業振興
課へ届け出てください。詳しくは、同課
☎629-6603へ問い合わせるか県公式
ホームページをご覧ください。

●寄付をいただきました
■県印刷工業組合（斎藤誠

まこと

理事長）と
同組合盛岡支部（吉田尹

ただし

支部長）
10万円。緑化活動のために。
■司商事㈱（清水和

やす

司
し

代表取締役）
大型土のう300袋。防災対策の充実と
災害時の緊急対応に役立てるため。
■アムザス㈱（大戸留

る

美
み

代表取締役）
ベビーカー１台。子ども科学館に来館す
る子どもたちのため。

■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎かみしばいのへや
【日時】１月11日㈭15時半～16時
【対象】幼児～小学生
◎おはなしころころ
【日時・対象】１月12日㈮、10時20分

当日会場へどうぞ【問】同館☎643-2288

●市民体育大会スキー競技会
【日時】２月11日㈰８時15分～13時半
【場所・内容】①岩山パークスキー場
（新庄字岩山）でジャイアントスラロ
ーム②雫石ケッパレランドでクロスカ
ントリーとリレー【種別】小・中学生男
女、高校生男子、一般女子（高校生を
含む）、青年・成年・壮年男子、ハンディ
スキー※クロスカントリーはハンディス
キーなし。リレーは中学生男女と高校生
男子のみ【費用】中学生100円、高校生
以上500円。小学生無料（リフト代別
途）。申し込み方法など詳しくは、スポ
ーツ推進課☎603-8013へ問い合わせ
るか市公式ホームページをご覧ください。
１月22日㈪17時締め切り【広報ＩＤ】
1021627

●市立総合プール公認記録会
【日時】２月25日㈰９時～【場所】市
立総合プール（本宮五）【対象】小学生
以上【費用】１種目1000円（リレーは
2000円）とプログラム代500円【申し
込み】参加費を添えて同プールへ直接
申し込み。申込用紙は市体育協会のホ
ームページからもダウンロードできます。
１月25日㈭13時締め切り【問】同プー
ル☎634-0450

●潜在保育士の再就職支援研修会
　保育士として再就職を考えている人
を対象に、知識や技能を学ぶ研修会を
開きます。【日時】１月25日㈭９時半～
12時【場所】ふれあいランド岩手（三本
柳８）【費用】無料【申し込み】保育士・
保育所支援センター☎637-4544で電
話受け付け。１月23日㈫17時締め切り

●パブリックコメントを実施
　「市災害廃棄物処理計画案」への意
見募集を１月５日㈮から開始。同案は、
若園町分庁舎３階の廃棄物対策課や各

　もりけんに挑戦（27年度３級問題）38（正解は８ページに掲載）
　旧盛岡藩主・南部家の家紋（表紋）に描かれた鳥は何ですか。
　①ツル　②サギ　③ワシ　④ハクチョウ

●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】１月９日
㈫・11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

●空き家・不動産無料相談会
【日時】１月10日㈬10時～15時【場所】全日
本不動産協会県本部（八幡町）【申し込み】
同県本部☎625-5900で電話受け付け

●リハビリ無料相談会
【日時】１月11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】１月15日㈪・29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

●ひとり親家庭等無料法律相談
　離婚や養育費など日常生活の困り事
を弁護士に相談できます。【日時】１月16
日㈫10時～15時【場所】県福祉総合相
談センター（本町通三）【対象】市に住所
があるひとり親など【申し込み】県母子寡
婦福祉連合会☎623-8539へ電話予約

●補聴器無料相談会
【日時・場所】１月24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）【申し込み】地域福祉
センター☎696-5640で電話受け付け

●福祉のしごと「出張相談会」
【日時】１月24日㈬・３月７日㈬、13時
～16時【場所】アイーナ（盛岡駅西通
一）【内容】求人情報の提供や就職支
援の相談など【費用】無料【問】県福祉
人材センター☎637-4522

●手しごと絆フェア・
　りあすぱーくマルシェ
【日時】１月６日㈯～９日㈫、10時～19

～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
◎おはなしのじかん
【日時・対象】１月13日㈯、11時～11時
20分は４歳～小学１年生、11時半～12
時は小学２年生以上
◎えほんのへや
【日時】１月18日㈭15時半～16時
【対象】幼児～小学生
■都南図書館（永井24☎637-3636）
◎新春 本の福袋 2018
【日時】１月６日㈯～７日㈰、９時～17時
【内容】いろいろな本が入った福袋を各
日数量限定で貸し出し
◎冬休み子ども映画会
【日時】１月７日㈰14時～15時
【内容】「10＋１ぴきのかえる」など３本
を上映
◎おはなしのじかん
【日時】１月10日㈬11時～11時半
【対象】幼児
◎おとぎのへや
【日時】毎週土曜、14時半～15時
【対象】幼児～小学生
■渋民図書館（渋民字鶴塚☎683-2167）
◎えほんのへや
【日時】１月17日㈬15時半～16時
【対象】小学１～３年生
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
◎わくわくおはなし会スペシャル

【日時】１月13日㈯11時～12時
【対象】４歳～小学生
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
◎ふたばおはなし会
【日時・対象】１月10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
◎おはなしのひろば
【日時】１月20日㈯10時半～11時10分
【対象】幼児～小学生
■都南公民館（永井24☎637-6611）
◎子どもシネマランド
【日時】１月13日㈯10時半～11時半
【内容】「長靴をはいた猫」など３本を
上映
■松園地区公民館(東松園二☎661-8111)
◎家庭教育支援事業 おはなし★らんど
【日時】１月10日㈬10時～12時
【対象】未就学児まで

月日 接骨院名 電話番号
１/７ ふくしま整骨院（下飯岡11）639-7557
１/14さとう整骨院（月が丘一） 641-7586
１/21小山田接骨院（東松園二）663-2574
１/28ひかり整骨院（高松二） 663-7515

【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

接骨院の日曜当番

催　し

相　談

表１　高齢者福祉・介護保険計画策定の住民説明会の日時や場所など
開催日 時間 場所（所在地）

１/18㈭ 14時～16時 盛岡タカヤアリーナ （本宮五）

１/22㈪
10時～12時 みたけ老人福祉センター （みたけ三）
14時～16時 総合福祉センター（若園町）18時半～20時半

１/23㈫ 10時～12時 上田公民館（上田四）
14時～16時 中央公民館（愛宕町）

１/24㈬ 10時～12時 松園地区公民館（東松園二）
14時～16時 渋民公民館（渋民字鶴塚）

１/25㈭ 10時～12時 都南総合支所（津志田14）
18時半～20時半 渋民公民館（渋民字鶴塚）

１/26㈮ 10時～12時 西部公民館（南青山町）
18時半～20時半 都南総合支所（津志田14）

図　書

表３-２　都南地域のし尿・浄化槽汚泥のくみ取り料金（税込）
１回の
くみ取り量 ３月31日まで ４月１日から 31年４月１日から 32年４月１日から

180㍑未満 180㍑相当分
（990円）

180㍑相当分
（1166円）

180㍑相当分
（1302円）

180㍑相当分
（1458円）

180㍑以上 18㍑当たり99円 10㍑当たり64.8円 10㍑当たり72.36円 10㍑当たり81円

お知らせ

表３-１　盛岡地域のし尿・浄化槽汚泥のくみ取り料金（税込）
１回のくみ取り量 ３月31日まで ４月１日から

180㍑未満 10㍑当たり81円 180㍑相当分（1458円）
180㍑以上 10㍑当たり81円

※１月１日～３日の休日救急当番医・薬局は12月１5日号に掲載しました

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 名称 所在地 電話番号

１/７
㈰

内
金子胃腸科内科 乙部13-135-３ 696-2012
真山池田医院 本町通三丁目19-32 623-7151
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201

外 くろだ脳神経・頭痛クリニック 神明町10-38 653-3522
小 中村こどもクリニック 上厨川字杉原50-47 648-7711
歯 ゆいとぴあ歯科医院 本宮六丁目11-10 631-2222

薬

オトベ薬局 乙部13-135-１ 675-1151
アヤメ薬局 本町通三丁目３-19-31 654-1401
あすなろ薬局 中ノ橋通一丁目14-９ 623-8880
レミディ薬局 中ノ橋通一丁目14-８ 652-1300
ミルキー薬局 上厨川字杉原50-48 646-0369

１/８
㈪

内 川久保病院 津志田26-30-１ 635-1305
中島内科クリニック 月が丘二丁目８-30 646-1903

外 なおや脳神経・頭痛クリニック 本宮字小板小瀬13-４ 656-3708
小 杜のこどもクリニック 向中野三丁目10-６ 631-1160
歯 かまた歯科クリニック 山岸二丁目16-12 626-1777

薬

オーロラ薬局 南仙北三丁目２-30 635-1233
調剤薬局ツルハドラッグマリオス店 盛岡駅西通二丁目９-１ 621-5200
おおたばし調剤薬局 本宮字小板小瀬13-８ 656-3131
リーフ薬局 向中野三丁目10-10 656-5877

１/14
㈰

内 やまだ胃腸内科クリニック 津志田中央二丁目18-31 614-0180
臼井循環器呼吸器内科 松園二丁目２-10 662-9845

外 吉田整形外科・リウマチ科クリニック 本町通一丁目９-28 604-3820
小 さいとう小児科クリニック 月が丘二丁目２-60 643-7171
歯 前川歯科医院 西青山一丁目16-17 647-1411

薬

津志田薬局 津志田中央二丁目18-23 614-9986
のぞみ薬局 松園二丁目３-３ 662-7733
本町薬局 本町通一丁目９-28 652-8200
よつば薬局 月が丘二丁目２-59 643-2888
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寸評
もりおかすんぴょう

地球環境に配慮し、
ベジタブルインキを
使用しています。

もっと知りたい！盛岡

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：14万3260部
１部当たり約９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2018

もりけんに挑戦
（７ページに掲載）の答え

①ツル

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

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。

市公式ホームページ
http://www.city.morioka.iwate.jp/

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

毎回異なったテーマ・出演
者で、旬な話題をお届け♪

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。

編集後記
あけましておめでとうございま
す。今年のお正月は、表紙のす
ごろくで盛岡のことをもっと知
ってみませんか？盛岡に詳しい
エキスパートの人も挑戦してみ
てくださいね。（よ）

います。経

8

毎

▼

パソコンやスマホからどうぞ

p y jp

▼

パ コ ややス ホ うからどうぞ

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！

ttpp

広

広　告

盛岡に来るのは５、６回目になります。友人
で作家の内館牧

まき

子
こ

さんから、出演している
盛岡文士劇を見に来るよう誘われたのがきっかけ
です。芝居もとても面白かったし、出演者と観客
の一体感があって雰囲気が良く、また出演してい
る畑中美

み

耶
や

子
こ

さんの盛岡弁も温かくて素晴らしか
った。その後内館さんに誘われて、平成26年に
初めて盛岡文士劇の舞台に立ちました。英国大使
の役で、内館さんとワルツを踊る場面があり、練
習不足を補うために、宝塚ＯＢを講師に都内のダ
ンススタジオで練習し、それでも足りずカラオケ
ボックスにこもって練習しました。台本を覚える
のはテレビ番組などと同じですが、大勢の観客を
前にして舞台に立ち、監督の合図を見ながら相手
に合わせて演技をするのは、今でもとても緊張し
ます。でも、盛岡文士劇が素晴らしいのは、演出
家をはじめ、裏方にプロがそろっていて、厳しく
も温かく出演者を支えてくれるところだと思いま
す。昨年は、初めて東京にどさ回り（笑）に行き
ましたが、演劇の殿堂である紀

き

伊
の

國
くに

屋
や

ホールで多
くの人に見ていただき、いろいろな人から褒めら
れました。盛岡人の演劇への熱意が形になった公
演だったと思います。
　昨年の４月に、東京都立川市にある国文学研究
資料館（以下、国文研）の館長に就任しました。
国文研には日本文学の貴重な資料が膨大に保存さ
れ、研究が進められています。東京大学で研究
者・教育者として過ごしてきたこれまでの人生が
180度変わり、大きな船（＝国文研）の船底にか
けがえのない積み荷（＝資料）があって、船をど
のような方向に向かわせるのか、積み荷をどう生
かしていくかを日々考えているところです。一方、
ここで働く研究者が気持ちよく仕事できる環境づ
くりや、着実に事業を進めるための人材・予算の
工面といった実務にも直面しています。しばらく
は、その渦の中で奮闘することになりそうです。

情熱のあるまち
文化や芸術に

ＩＢＣ岩手放送で次のとおり放送します
■１月２日㈫10時20分～
　第１部　現代物「あと、ふたっつ」
　（内

うつ

海
み

隆
りゅう

一
いち

郎
ろう

「パズルのかけら」より）
　第２部　口上
■１月３日㈬９時50分～
　第３部　時代物「忍

しのびよるこいやまとしんじゅう

夜恋倭心中」
　（「ロミオとジュリエット」より）
※時間は変更となる場合があります

キャンベルさんは、
　時代物で大

おお

王
きみ

役を熱演！

「盛岡文士劇」「盛岡文士

お正月は
テレビで楽しもう

キ ンベルさんは

ロ
バ
ー
ト 

キ
ャ
ン
ベ
ル
さ
ん

日
本
文
学
研
究
者

国
文
学
研
究
資
料
館
長

昨年12月２日と３日に開催された「平成29年度盛岡文士劇」に出
演のため来盛。近世・近代日本文学を専門とし、江戸後期から明治
前半の漢文学や芸術・思想に関心を寄せている。テレビニュースの
コメンテーターなどを務める一方、新聞や雑誌の連載などでも活躍。
アメリカ合衆国ニューヨーク市生まれ。


