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突撃取材、今昔物語、連載コラム「地域おこし協力隊」「民
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生委員・児童委員」
もの忘れあんしんガイドほか
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ゆかりの漫画家展、浜藤ＪＡＺＺライブ、志波城ひなまつ
８ページ
り、一ノ倉邸ひな遊ぶ

成人のつどいが１月７日、盛岡タカヤ
カヤ
45人
アリーナ（本宮五）で行われ、2145人
した
が新成人として出席しました。出席した
ま

い

から
古舘舞衣さん＝月が丘二＝は「これから
けた
は大人の女性らしい振る舞いを心掛けた
りた
い。また、失敗を恐れない大人になりた
は市
い」と決意を新たにしました。今年は市
の情
地域おこし協力隊がＳＮＳでの盛岡の情
え」
報発信を目的として、「インスタ映え」
置。
する小道具や撮影ブースを会場に設置。
記念の一枚に一役買っていました。

市公式
フェ
イ
スブッ
でも写
ク
真を公
開中！

29年度

もりおか
映画祭2018

２月17日㈯・18日㈰の２日間を中心に、メインゲス
トに中田秀夫監督を招いて「もりおか映画祭2018」を
開催します。【問】経済企画課内、もりおか映画祭実
行委員会事務局☎613-8389【広報ＩＤ】1021845
ひ で

もりおか映画祭2018
公式ガイドブックを市内
映画館などで配布中！

デ

イ

市民意識調査の

ズ

Lucky ２Days

タイムスケジュール
中田監督作品など表１のとおり上映会を開催します。★は上映
前後に中田監督による舞台あいさつなどがあります。

同映画祭公式ハンドブックを持参すると、表２の作品が500
円で鑑賞できます。上映時間など詳しくは、各映画館にお問い

【費用】◆は無料。ただし、事前申し込みが必要。★は前売り1000円、
当日1500円。前売り券は各映画館やプラザおでってなどで販売中
表１ 上映映画一覧映画名
会場

合わせください。

日時
13時半〜
２/17
16時〜
㈯
18時半〜
11時半〜
２/18 13時〜
㈰
14時〜

映画名
鴛鴦（おしどり）歌合戦（◆）
3.11後を生きる（★）
女優霊（★）
ガラスの脳（★）
空飛ぶ金魚と世界のひみつ（◆）
仄暗い水の底から（★）

表２ 対象作品
日にちと映画名
17㈯・18㈰
「巫女っちゃけん」と「サニー/32」
17㈯「コンフィデンシャル 共助」
18㈰「リバーズ・エッジ」
17㈯「空と海のあいだ」
18㈰「ＫＵＢＯ/クボ〜二本の弦の秘密〜」

会場
リリオ
盛岡ピカデリー
盛岡ピカデリー
フォーラム盛岡
リリオ
中央映画劇場

定員
各日
25人
各日
50人
各日
60人

映画館
盛岡ルミエール
☎625-7117
中央映画劇場
☎624-2879
フォーラム盛岡
☎622-4770

そ
の
他
に
もイベン
ト盛りだ
さん！
く
公式ガイ
ドブック
チェック
で
してね

ラ ッ キ ー

お

結果をお知らせします

広報もりおかに掲載する記事をどのように充実させる
と、満足度が高まると考えますか（複数回答）
担当：広聴広報課☎613-8369

人
の２ ％に 当た る4 932
市内 在住 の1 8歳 以上
0問に、
30問
・3
【調 査に つい て】
を送付。５テーマ
査票
ト調
ケー
アン
を無作為で選び、
きました。
9人から回答をいただ
45.6％に当たる224

映画製作の現場を覗く

【日時】２月18日㈰10時〜11時半
【場所】プラザおでって（中ノ橋通一）
【定員】200人

あそぶ、めぐる、感じる、
雪のわくわく

▼
▼

盛岡市
盛岡手づくり村（繫字尾入野）

雫石町

▼

岩手高原スノーパーク・網張温
泉スキー場・雫石スキー場・小
岩井農場
滝沢市
たきざわ自然情報センター

▲

岩手高原スノーパーク（雫石町）をメイン会場に、
盛岡手づくり村など６つの会場でいわて雪まつりを開
催します。今年から会場と期間がバージョンアップ！
詳しくは、雫石町役場観光商工課内、同まつり実行
委員会事務局☎692-6407へ問い合わせるか同まつり
公式ホームページをご覧ください。
【日時】２月14日㈬〜18日㈰
【費用】会場によって入場料あり
【広報ＩＤ】1021668

味覚と匠の技が満載のイベント「雪も
のがたり」を開催します。熱々屋台村や
ワイン・清酒・ジュースの試飲販売、手
づくり教室、南部鉄器の溶解作業公開な
ど盛りだくさんの内容！ 下記の体験教
室は申し込みが必要です。
花まんじゅうづくり
【日時】２月17日㈯・18日㈰、10時〜12時
【定員】各30人【費用】無料
【申し込み】２月５日㈪９時から同手づ
くり村☎689-2201で先着順に受け付け

もりおか
短角牛フェア2018

守・破・離

盛岡生まれ・盛岡育ちの赤身肉「もりおか短角牛」。今年も
市内の飲食店26店舗が多彩なもりおか短角牛メニューを提供
します。フェア期間中に参加店舗でもりおか短角牛メ
ニューを食べて応募すると、抽選でもりおか短角牛肉
をプレゼント！ 詳しくは市公式ホームページをご覧
ください。
【期間】３月15日㈭まで
【問】農政課内、もりおか短角牛振興協議会☎613-8457
【広報ＩＤ】1008242

農政フォーラム2018
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盛岡だから
できる農業とは？

45.6%

61.8%

交通渋滞を緩和するために道路整備以外にどのような

34.9%

大規模スポーツ大会・イベント
誘致による交流人口の拡大
（地域のにぎわい創出）

方法が必要だと思いますか（複数回答）

27.0%

担当：交通政策課☎613-8538

10.7%

から

担当：経済企画課☎613-8298
30

40

駐車場と駐輪場の整備
商店街の特徴や魅力を生かした
イベントの実施

自死を減らすためのこころの健康づくりに有効と思
われるものはありますか（複数回答）

38.1%

担当：保健予防課☎603-8309
35.8%

0

27.4%

開運橋と岩手山

20

30

40

50

50.0%

孤立を防ぐ地域づくり

26.5%

公共交通機関の利便性の向上や道路整備など、交通に関する機能
の充実を求める声が多く、年代が高くなるほど多い傾向がみられま
した。バスセンターの整備や、徒歩や自転車で巡りやすいまちづく
りをすることで、中心市街地の魅力向上に努めます。

10

労働環境の整備

相談体制の整備

から

担当課

20.9%

50

44.8%

電線類地中化や歩道の融雪装置
設置と車道の整備

22.9%

渋滞する地域への自動車の
乗り入れ規制

時差出勤が有効だと考える人の割合が最も高くなったため、今
後も公的機関だけでなく、民間事業者などにも呼び掛けます。また、
主要な各地域と中心市街地とを結ぶバスや鉄道が利用しやすくなる
よう改善するともに、自転車でも移動しやすい交通環境をつくります。

盛岡市の中心市街地の魅力を高めるために、今後何が

20

26.4%

商業施設の駐車場を活用し、車か
らバスに乗り継ぎしやすくする

必要だと思いますか（複数回答）

バスターミナル機能の強化など
公共交通機関の利便性の向上

27.2%

道路に自転車レーンを設け、
自転車の利用を促進する

担当課

10

40

37.8%

車やバスから鉄道へ乗り継ぎ
しやすい環境整備

希望郷いわて国体・希望郷いわて大会での選手の活躍が評価され、
さらなる支援を求める声が多い結果になりました。一方、地域のに
ぎわい創出への期待は低かったため、スポーツイベント開催により
交流人口を増やすなど、スポーツツーリズムの取り組みへの理解浸
透を重視していきます。

0

30

20

時差出勤の推進

担当課

商店街や地域の核となる商業施設

10

0

大規模スポーツ大会・イベントで
のボランティアの活躍

盛岡市長

30.7%

50.0%

スポーツイベント・教室の開催に
よるスポーツへの関心の高まり

将来について大いに悩んで

32.5%

生活に役立つ情報やイベント情報が分かりやすく伝わるよう紙面
を工夫していきます。また、若い読者層が少ないという他の調査結
果と併せ、写真やイラストを使って盛岡の魅力を伝える記事を掲載
するなど、どの年代の人でも見やすい広報にします。

70

60

地元選手の競技レベルの向上や
有望選手への支援

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

今号の表紙は、成人のつどいに参加した皆さんの様子です。
あらためて、成人おめでとうございます。
私が20歳の頃は、剣道に明け暮れていました。世間では学
生運動などが盛んで、大学の講義室が封鎖されて入れないこと
もあったので、もっぱら道場通い。剣道を通じて知り合った仲
間とは今も付き合いがあります。20歳といえば、将来につい
て悩む時期ですが、私も卒業後の生き方について、親父とよく
意見を交わしていたのを覚えてい
ます。結局、反対されながらも在
学中に起業したのですが、今とな
ってはいろいろな面で支えてくれ
ていた親に感謝しています。20代
は、将来の在り方について葛藤す
る年代。大いに悩むことは決して
無駄にはなりません。新成人の皆
さん、大きな目標を持って、夢に
向かって日々努力してください。

60.2%

から
担当課

担当：スポーツツーリズム推進室☎603-8009
10

70

60

66.1%

図書館や公民館などで開催される
講座情報を多く掲載

希望郷いわて国体・いわて大会の遺産を継承

0

50

市の歴史やあまり知られていない
盛岡の魅力に関する情報を掲載

するための取り組みで、期待するものは何ですか（複数回答）

祝・成人

「食と農のバリューアップ」をテーマにした講演を
行うほか、市内で活躍している生産者や事業者などに
よるパネルトークを実施します。
【日時】２月16日㈮14時半〜17時
【場所】プラザおでって（中ノ橋通一）
【定員】200人【費用】無料
【申し込み】農政課☎626-7540で電話受け付け
【広報ＩＤ】1017724

№ 10

40

30

イベントや観光に関する情報を
詳しく掲載

から

市長コラム

美味しい料理に舌鼓！

20

予算や計画など市の施策に関する
情報を分かりやすく掲載

盛岡手づくり村会場

会場

10

子育てや介護、ごみの出し方など
生活に役立つ情報を掲載

※端数処理や複数回答
い場合があります
の総計が100にならな

スポーツ施設の充実

いわて雪まつり

0

合
れぞれの割合
の設問があるため、そ

【無料上映会とトークセッションの申し込み】
はがきに①希望するイベント名②住所③名前④年齢⑤電話番
号⑥（トークセッションへ申し込む場合は）ゲストへの質問を
記入し、〠020-8530（住所不要）市役所経済企画課内、もりお
か映画祭実行委員会事務局へ郵送。ファクス622-6211と市公
式ホームページでも受け付けます。郵送は２月９日㈮必着。そ
の他は同日締め切り。定員を超えた場合は抽選。

映画「終わった人」の撮影時の話を中心に、映画の街・盛岡につ
いて、中田監督と原作者の内舘牧子さん、プロデューサーの近藤
正岳さんがトークセッション。事前申し込みが必要です。

市は２年に一度、皆さんの意見を市政に反映させるため
の市民意識調査を行っています。昨年８月に行った調査の
主な結果をお知らせします。なお、全30問の調査結果は、
市役所別館６階の広聴広報課や各支所、各図書館などで閲
覧できるほか、市公式ホームページにも掲載しています。
【問】広聴広報課☎626-7517【広報ＩＤ】1021939

学校での教育
傾聴・相談できる人が増える

48.2%
41.4%
40.8%
35.1%

から

担当課

「死のうとしたことがある」「死のうと思ったことがある」人が
約25％という他の調査結果も踏まえ、職場や地域、学校と協力し
た対策が求められています。このことから、自殺を予防するための
計画を策定し、悩みを抱える人を支える人材育成や、相談窓口の認
知度・利用率増など、こころの健康づくりを推進していきます。
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▼

原敬と啄木との関わりについて紹介
【定員】先着50人【費用】無料
【問】同館☎683-2315
【広報ＩＤ】1021849

石川啄木記念館新収蔵資料展
「啄木の妹・光子」
【期間】５月13日㈰まで、９時〜17時
【場所】石川啄木記念館（渋民字渋民）
【内容】啄木の妹・三浦光子の手紙など、同
館に27年度以降に寄贈された資料を公開
【費用】入館料が必要
【問】同館☎683-2315
【広報ＩＤ】1021848

域

こし

協力隊

コ

地

▼
▼

よしまさ

＝青山小４年＝

くずまきれい

ん

次回は、小原さんが紹介する人が登場します。

こんにちは！ 地域おこし協力隊の石井
です。最近発見した盛岡の魅力を報告しま
す！ 昨年の秋、Waのまちもりおかリー
スフェスティバルのプロジェクトに参加
し、約1.5㍍もある大きなリース作りに挑
戦しました！ 始めに、毎年プロジェクト
に協力している盛岡広域森林組合の青年部
の人たちと一緒に平成市民の森で材料とな
る杉の葉を集めました。他にも、大ケ生で
拾われた鹿の角をメイン装飾にしたり、盛
岡近郊で集めた針葉樹の葉を使ってデコレ
ーション。たくさんの人の協力のおかげで
一つのオリジナルリースを完成させること
ができました。東京の生花店などで働いて
わ

盛岡をディープに探る

第６回

お お

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。今回は「盛岡の
魅力発見」担当の石井結莉隊員です。
【問】企画調整課☎626-7534
ゆ

冬の動物公園へ行こう！
冬期休園中の動物公園（新庄字下八木田）
が期間限定で開園します。
【日時】２月10日㈯〜12日㈪、９時半〜15
時半
【費用】無料※駐車場も無料
【問】同園☎654-8266
■クマの冬眠をのぞいてみよう

り

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〜

【時間】期間中の11時〜12時。開始時間ま
始
でにツキノワグマ舎前に集合

最終回

地域住民の「身近な相談相手」「見
守り役」「専門機関へのつなぎ役」と
して活動している民生委員・児童委
員。市民生児童委員協議会副会長で仁
王地区民生委員協議会会長としても活
動する相馬宏さんにその思いを聞きま
した。【問】地域福祉課☎626-7509
ひろし

広

えてもらえました。今思えば、社会に
出るための礼儀もその時に自然と身に
付いた気がします。
今の盛岡は、若者が人と直接交流で
きる場所がなくなってきていて少し寂
しいですね。昔の大通りのように古き
良きものは残し、人と人との間に生ま
れるつながりを大切にするまちになっ
てほしいです。

盛岡の森林でオリジナルリース作り

もり探
もりおか町家
物語館会場

まさちか

（46）＝東新庄二＝
） 東新庄
小原正
正史さん（

が

ゆ う

これからの100年を見据えて
少子高齢社会の進行による、子育てへの
関心の高まりや高齢者世帯の増加などか
ら、生活上の悩みも多様化し、民生・児童
委員が扱う問題も複雑化しています。困っ
ている人に身近な相談相手として寄り添
い、話を聴いて専門機関につなげる委員の
役割は今後も重要となります。
また、地域の支え合いも大切です。以前
に増して、見守りが必要な人の増加が深刻
になっています。すでに、委員だけで全て
を見守ることができなくなっていて、地域
の協力がなくてはならないのです。例え

いたときは、市場で仕入れた材料を使って
作っていたので、今回は材料調達から参加
し、自然の恵みを肌で感じることができま
した。また、森の中でキジを初めて見た
り、美しい紅葉の中で材料を探したりと、
日常生活では出会うことのできない経験が
でき、感激しました！ 身近にある森林で
自然の美しさを体感できた今回の活
できた今回の活
動にとどまらず、盛岡の良さを
岡の良さを
ＰＲするために、これからもＳ
からもＳ
ＮＳなどを通じて情報をみな
報をみな
さんにお届けします！
次は同担当の佐々木さん！
木さん！
皆さんお楽しみに〜♡

ば、近所同士で隣の家の新聞が何日分も溜
まっていないかなど安否を気に掛けること
も簡単な見守り活動になります。私はこの
お互いさまの心で助け合うことを「近助」
き ん じ ょ

と言っています。私も地域の「近助」があ
るからこそ、委員の活動を無理なく続ける
ことができています。人間関係が希薄にな
っているといわれる近年、より「近助」を
浸透させるため、近所への声掛けなど身
近なところから実践しています。
民生・児童委員だけで活動するのでな
く、福祉団体や地域みんなで協力
して、これからもこのまちとと
もに歩んでいきたいですね。

告
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こんなリースを
作りました！

もりおか歴史文化館前広場会場
◎メッセージキャンドル販売（１個100円）
感謝の言葉などを書いて気持ちを伝えましょう
◎オープニングセレモニー
８日18時〜。点灯式は誰でも参加できます
◎アートコンクール表彰式
９日㈮18時〜

日本空手協会
ひ な
佐々木雛花さん

＝米内小３年＝

た

盛岡
八幡宮
会場

ぐちまさ と

和道会箱石道場
葛巻玲さん

ム

プラザおでって
会場

の

ラ

●

お

ひ

＝見前小６年＝

盛岡柔道教室
川崎舜大さん

冬眠前
のボ
ク
︒
今ごろ
どんな
格好で
寝てる
で
しょう
か？
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県公会堂
会場
市役所

●

うに
なふ
どん
て
し
過ご
冬を
のか
いる
ね！
来て
見に

告

中津
川

Ｑ Ｒコード

広

●

つつじが丘で生まれ育ちました。小
さい頃は近くの山が遊び場でした。元
気に走り回っていましたね。今はレコ
ードショップを経営していますが、音
楽に興味を持つようになったのは高校
生のとき。ちょうど大通りにレコード
の専門店ができ、本でしか見ることが
できなかった品々に直接触れて興奮し
たのを今でも思い出せます。そのころ
の大通りには、ファッションビルが多
く建ち、当時の盛岡にはなかった店が
いっぱいできた時期でした。大通りは
徒歩圏内に全てのものがあり、高校生
だった私でも買い物をしたりビリヤー
ドをしたり、一日中遊んでいられる場
所でしたね。また、行きつけの喫茶店
のマスターやライブハウスのスタッフ
などさまざまな年代の人にいろいろ教

県太極拳協会
樋ノ口大翔さん

＝中野小３年＝

しゅん た

盛岡城跡公園芝生広場会場
◎アートコンクール一般投票※８日のみ
来場者による投票で最優秀作品が決定

【日時】２月20日㈫13時半〜15時半
【場所】渋民公民館（渋民字鶴塚）
【内容】２月20日の啄木生誕の日を記念し、
石川啄木記念館の森義真館長が、平民宰相・

立体パズルの様子

第20回「児童生徒作品展示会」

り

大通り
モスビル
会場
橋
開運
盛岡駅
滝の広場会場
川徳会場

啄木生誕の日
館長講演会「啄木と原敬」

ミニイベント

中央通

●

桜山雪見カ
フ
雪あかり会 ェ＆
場

盛岡駅

【チケットの申し込み・購入に関する問い合わせ】
・県ラグビーワールドカップ2019推進課☎629-6799
・釜石市ラグビーワールドカップ2019推進室☎0193-27-8420

原敬は、1856（安政３）年２月９日に岩
手郡本宮村（現・盛岡市本宮）で誕生。生誕
の日を記念した催しを原敬記念館（本宮四）
で開きます。
【日時】２月３日㈯〜18日㈰、９時〜16時半
【問】同館☎636-1192

盛岡
中央
郵便局

啄木新婚の家

●

チケットの申し込みには、インターネットで
事前の登録が必要です。

【内容】原敬にちなんだ毛筆書写や図画など
を展示
【費用】入館料が必要※出品者とその家族は
無料

県営体育館
青山小

日影門
雪あか
り
会場

②岩手県民先行販売チケット
【料金】16歳未満1000円〜、16歳以上2019円〜
【申込期間】３月19日㈪〜４月12日㈭

盛岡ふれあい
覆馬場プラザ
会場

川
北上

①スタジアムパック（釜石会場２試合とも観戦できるチケット。
オリジナルネックストラップ付き）
【料金】16歳未満1000円〜、16歳以上2019円〜
【申込期間】２月12日㈪まで

前九年公園
会場
青山
駅

観戦チケットは次の２種類！ 申し込み多数の場合は抽選です。

江南義塾
盛岡高

至 館坂橋

もりおか雪あかりの開催場所など

【日時】来年10月13日㈰12時15分〜

【内容】原敬に関するクイズラリーや立体パ
ズル挑戦など。オリジナル
グッズプレゼント
【費用】入館料が必要※ク
イズラリー参加者は無料
【広報ＩＤ】1021846

青山雪あかりは９日・
10日の開催です

vol.59

なって
看護師に
たい！
人を助け

地図

第２戦：アフリカ VS 敗者復活予選の
地区代表
優勝チーム

東厨川地区
「雪まつり」は
９日〜11日の開催です

先生
小学校の
い！
幼稚園か
になりた

【日時】来年９月25日㈬14時15分〜

こ

＝桜城小５年＝

柔道でオリンピックに
出る！

事務局☎621-8800

しんもとよう

もりおか今昔物語

人との距離が
ちょうどいいまち

釜石会場で行われる２試合
第１戦：フィジー VS アメリカ地区
第２代表

原敬生誕記念イベント

盛岡合気道協会
新本陽子さん

【場所】メイン会場：盛岡城跡公園芝生広場ともりおか歴史文化館前
広場（内丸）。サブ会場：11会場（地図のとおり）
【問】盛岡観光コンベンション協会内、もりおか雪あかり実行委員会

優勝して
世界大会で
！
導者になる
太極拳の指

ゆらめく雪あかりが作り上げる幻想的な空間をお楽しみください。
【日時】２月８日㈭〜10日㈯、17時〜20時

演武会
（１月８日、
市立武道館）で
聞きました

※有段者などがはく
ことを許されるため

市民やボランティア団体が１つ１つ
手作りしたスノーキャンドルが、市内
みます
13会場で雪の世界を温かな光で包み込みます。

う の す ま い

ラグビーワールドカップ チケット

夢は
将来の
か？
何です

４年に一度のラグビー世界王者決定戦「ラグビーワールドカップ
2019TM」が来年開催されます。釜石会場（釜石市に整備予定の（仮
称）釜石鵜住居復興スタジアム）で行われる２試合の観戦チケットの
申し込みも始まります。一丸となって大会を盛り上げましょう！

70⯾5XJE\:RUOG&XS
/LPLWHG

取材
突撃

もりおか雪あかり2018

合気道で
は か ま ※を
はくこと！

ラグビーワールドカップ2019TMの観戦チケット販売

もりけんに挑戦（27年度３級問題） （正解は８ページに掲載）
次のうち盛岡市と接していない市町はどれですか。
①遠野市 ②宮古市 ③花巻市 ④葛巻町

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】２月
６日㈫・８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

●リハビリ無料相談会
【日時】２月８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☎6251151で電話受け付け

●成年後見相談
【日時】２月13日㈫・27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

●空き家・不動産無料相談会
【日時】２月14日㈬10時〜15時【場所】
全日本不動産協会県本部（八幡町）
【内
容】空き家の処分・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】２月21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

●無料労働相談会

●集い語ろう！高松の池物語
【日時】２月４日㈰13時〜16時【場所】
上田公民館（上田四）
【内容】まちづく
りで活躍する人たちによる討論会や高
松の池を舞台にしたドキュメンタリー映
画の鑑賞などを通して高松の池の魅力
を知る【定員】先着100人【費用】無料
【問】カフェカムオン内、ハートブルーム
タウンたかまつ事務局☎663-7270

●読書週間に関する各種講演会
■「ハナミズキのみち」講演会
〜陸前高田いのちの道をつなぐ〜
【日時】２月４日㈰14時〜15時半【場
所】都南図書館（永井24）
【内容】陸前
高田「ハナミズキのみち」の会の淺沼ミ
キ子代表による震災の体験談や絵本制
作の話など【定員】先着40人【費用】無
料【問】同館☎637-3636【広報ＩＤ】
1000831
■「笑顔のチカラ 名物ドアマン大い
に語る」
【日時】２月11日㈰14時〜16時【場所】
市立図書館（高松 一）【内容】ハンバ
ーグレストラン「ベル」の元ドアマンの
佐々木重政さんによる「はつらつとした
人 生の愉 しみ方」についての講演【定
員】50人【費用】無料【申し込み】２月
４日㈰10時から同館☎661-4343で先
着順に電話または直接受け付け【広報
ＩＤ】1021473
しげまさ

たの

●盛岡ブランドフォーラム
【日時】２月12日㈪13時半〜16時【場
所】中央公民館（愛宕町）
【内容】編集
者の藤本智士さんによる地域の魅力の
見つけ方などの講演やもりおか暮らし
物語賞の授賞式など【定員】先着200人
【費用】無料。託児（５人）を希望する
場合は２月５日㈪９時から都市戦略室
☎613-8370で先着順に受け付け【広
さと

【日時】２月25日㈰13時〜16時※受け
付けは15時まで【場所】アイーナ（盛岡
駅西通一）
【問】県労働委員会事務局☎
0120-610-797

し

●「小さな美術館で大きな絵」展
【日時】３月25日㈰まで、10時〜17時
【場所】深沢紅子野の花美術館（紺屋
町）
【内容】紅子の家 族の肖像を多数
展示【費用】入館料が必要【問】同館☎
625-6541【広報ＩＤ】1021874

●埋蔵文化財調査資料展
【日時】２月３日㈯〜５月20日㈰、９時
〜17時【場所】遺跡の学び館（本宮字
広

告
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表 子ども科学館の各種イベント
イベント名
日時
２月の日曜・祝日
偏光板キーホ
10時半〜12時と14時〜
ルダー
15時半
科学でキッチ ２月の日曜・祝日と３/
ンマジック！ ４㈰、13時〜13時20分

●コミュニティリーダー研修会
【日時】２月16日㈮13 時 半〜15時 半
【場所】盛岡劇場（松尾町）
【内容】岩
手大 三陸 復興・地域 創生推 進 機 構の
船 戸 義 和 特任研究員による「総参加型
を目指す自治会づくり―災害公営住
宅での取組みに学ぶ」と題した講演など
【定員】先着150人【費用】無料【問】
市民協働推進課☎626-7535【広報Ｉ
Ｄ】1018084
ふな

と

よしかず

館☎634-1171
■少年少女発明クラブ会員を募集
工作の基礎技術習得や発明くふう展
の作品作りなどをする同クラブの会員
を募集します。
【活動期間】４月〜来年
２月の各月３回程 度、主に日曜【応募
期間】２月６日㈫〜25日㈰。定員や費用、
応募方法など詳しくは同館へ問い合わ
せるか市公式ホームページをご覧くださ
い。
【広報ＩＤ】1003277

お知らせ

●盛岡弁で語る昔話
【日時】２月17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】先着
50人【費用】展示室入場料が必要【問】
同館☎681-2100【広報ＩＤ】1019825
みず

ほ

●もりげきライヴ
【日時】２月21日㈬19時〜21時【場所】
盛岡劇場（松 尾町）
【出 演】K I S S+S
【費用】前売り1000円、当日1200円。小
学生以下無料【問】同劇場☎622-2258
き

っ

す

っ

す

●シネマ上映会
【日時】２月24日㈯10時〜11時 40 分
【場所】見前南地区公民館（西見前13）
【内容】朝日ニュース映画で見る昭和48
〜50年【定員】30人【費用】無料。当日、
会場へどうぞ【問】同館☎601-6735

●卓球バレー教室
【日時】２月24日㈯13時〜16時【場所】
県勤労身体障がい者体育館（青山四）
【内容】障がいのある人の健康維持・
増進と地域での仲間づくり【費用】無
料【申し込み】同館☎645 -2187で電
話受け付け。２月15日㈭17時締め切り
【問】市身体障害者スポーツ推進協議
会☎622-6507

●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

内容（費用）
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300円※展示室入場料別途）
キッチンにある物での科学手品
（無料※展示室入場料別途）
①今夜の星空見どころ案内（無料）
３/３㈯
②星を見る会（無料）
ナイトミュー ①18時〜18時半
③星音〜愛の歌リクエスト特集〜（４
ジアム
②18時半〜20時
歳〜中学生200円、高校生以上500
③19時〜19時半
円。３歳以下無料。当日17時半から受
け付けでチケットを販売）
３/４㈰
結晶ができる様子の観察と松ぼっくり
結晶さくら
10時半〜12時と14時〜 に結晶を作って桜の木のように見える
15時半
工作（各回200円）

定員
各回
30人
なし
①③
160人
②
なし
各回
30人

●施設の利用制限
みちのくコカ・コーラボトリングリン
ク（本宮五）☎601-5001：２月３日㈯・
４日㈰・20日㈫・24日㈯・25日㈰は終
日、利用できません 市立総合プール
（本宮五）☎634-0450：２月20日㈫・
25日㈰は終日、利用できません

●地域おこし協力隊を募集
市は、地域の振興を図るため、地域
おこし協力隊を若干名募集します。対
象は、現在三大都市圏をはじめとする
都市部に住んでいる人。詳しくは企画
調整課☎626-7534に問い合わせるか
市公式ホームページをご覧ください。応
募は３月２日㈮必着です。
【広報ＩＤ】
1018517

●チャグチャグ馬コ引き手募集
チャグチャグ馬コ保存会は、６月９日
㈯に行われるチャグチャグ馬コの引き
手を10人程 度募集します。【対 象】当
日馬を引いて歩くことのできる、馬が好
きな18歳以上で、３月下旬〜６月上旬
に開催する３回程度の練習会に参加で
きる人【定員】10人程度【費用】2000
円【申し込み】はがきに住所と名前、年
齢、職業、電話番号を記入し、〠0208530（住所不要）市役所観光交流課
内、チャグチャグ馬コ保存会事務局へ。
２月26日㈪ 消印有 効。定員を超えた
場 合は抽選【問】観光交流課☎613 8391

●フットサル大会参加者募集
【日時・内容】２月25日㈰、初心者ク
ラスは９時〜12時、男女年齢混合クラ
スは13時半〜16時半【場所】盛岡体育
館（上田三）
【定員】各クラス10チーム
【費用】１チーム１万円【申し込み】２月
４日㈰９時から同館☎652-8855で先
着順に電話または直接受け付け

●屋外広告物に関する講習会

27日㈫10時〜16時【対象】屋外広告業
を営もうとする人や従事する人など【申
し込 み】市役 所 都 南分庁 舎２階の景
観政策課に備え付けの申請書に4000
円分の収入証紙を貼り、必要事項を記
入して同課へ持参するか〠020-8532
（住 所不要）市役 所 景観 政 策課 へ郵
送。持参の場合は２月９日㈮17時締め
切り、郵送の場合は同日必着。申請書
は市公式ホームページからもダウンロー
ドできます【問】同課☎601-5541【広
報ＩＤ】1021711

●「もりおかの環境」を作成
市の環境に関する年次報告書をまと
めた「平成29年度版もりおかの環境」
を発行しました。公民館や図書館に備え
付けたほか、市公式ホームページにも掲
載しています。
【問】環境企画課☎6263754【広報ＩＤ】1010067

●寄付をいただきました
きん や

■東 北電力盛岡営業所（須田欣 也 所
長）とユアテック盛岡営業所（小山田
かずのり
一則所長）
ＬＥＤ街灯10灯取付工事一式。明るい
街づくりのために。

図

書

■市立図書館（高松一☎661-4343）
２月13日㈫〜23日㈮は図書点検のた
め館内の利用はできません。
◎児童文学を読む会
【日時】２月７日㈬10時〜12時

一人で悩まない
ために
認知症の早期発見や支援が知り
たいときに役立つ「もの忘れあんし
ん相談ガイド」を作成しました。地
区ごとの相談窓口やもの忘れ相談
医などの一覧も折り込まれていて
便利。市役所本館５階の長寿社会
課や玉山総合事務所健康福祉課、
各老人福祉センターなどで配布し
ているほか、市公式ホームページか
らもダウンロードできます。
【問】長寿社会課
☎613-8144
【広報ＩＤ】1006417

【内容】アレックス・ジーノ作「ジョージ
と秘密のメリッサ」
（偕成社）
◎かみしばいのへや
【日時】２月８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】２月９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
◎おはなしのじかん
【日時・対象】２月10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
■都南図書館（永井24☎637-3636）
◎おはなしのじかん
【日時】２月14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】２月21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
【日時】２月10日㈯11時〜11時半
【対象】４歳〜小学生
◎おひざにだっこの会
【日時】２月16日㈮10時半〜11時
【対象】乳幼児
■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
【日時】２月15日㈭10時半〜11時
【対象】幼児
■西部公民館（南青山町☎643-2288）

！
通称 、ケアパス

◎ふたばおはなし会
【日時・対象】２月14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カ月まで
◎おはなしのひろば
【日時】２月17日㈯10時半〜11時10分
【対象】幼児〜小学生
■松園地区公民館(東松園二☎661-8111)
◎あそびの広場
【日時】２月７日㈬10時〜12時
【対象】未就学児まで

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
２/４ 小笠原整骨院（好摩字上山）682-0106
２/11 あきもと接骨院（北飯岡二）681-3186
２/18 村上整骨院(青山一)
645-2313
２/25 ひかり整骨院中ノ橋（中ノ橋通一）651-0480

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

名称

所在地

電話番号

あべ菜園内科クリニック
池田内科
見前ファミリークリニック
成島整形外科医院
菅野小児科医院
前川歯科クリニック
公園通薬局
上太田薬局
ミルマエ調剤薬局
アップル薬局山岸
工藤薬局
たけ循環器内科クリニック
久保田医院
くわた脳神経外科クリニック
小林小児科クリニック
松田歯科医院
本宮センター薬局
さんぺい薬局
ワカバ薬局都南店
開運橋消化器内科クリニック
前川内科クリニック
池田外科・消化器内科医院
森田小児科医院
大澤脳神経・内科・歯科クリニック
銀河薬局開運橋店
アート薬局
みつや薬局
調剤薬局アスティこうの
緑が丘薬局

菜園二丁目５-29
上太田弘法清水10-３
三本柳12-20-１
好摩字上山14-66
山岸二丁目11-36
新田町９-15第３甚ビル
菜園二丁目５-29菜園志和ビル１階
上太田弘法清水１
三本柳12-21-４
山岸二丁目９-24
山岸二丁目12-15
北飯岡一丁目２-70
大館町26-３
北飯岡一丁目２-68
三本柳11-12-４
中ノ橋通一丁目７-１-３階
北飯岡一丁目２-71
大館町26-２
三本柳11-12-１
大通三丁目９-３菱和開運メディカルビル２階
新田町９-11
境田町５-18
緑が丘四丁目１-60
茶畑二丁目８-３
大通三丁目９-３
新田町９-15
中屋敷町１-33
緑が丘四丁目１-50
緑が丘四丁目１-60

623-7000
659-0310
632-6300
682-0001
622-4448
653-3200
626-5656
658-1055
614-0071
623-6633
623-4790
656-5855
646-9090
656-5636
638-0404
624-8848
656-5867
641-0335
637-6011
613-3336
624-3313
648-3200
662-3326
624-3866
601-5562
622-7881
648-6060
662-2877
662-3458

分
内
外

小
２/４
歯
㈰
薬

内
外
２/11 小
㈰ 歯
薬
内
外
小
２/12 歯
㈪
薬

認知症の初期症状がチェックできる簡易テストや認知症の人と
の接し方などのほか、症状に合わせた支援やサービスの一覧、各
種機関の電話番号など、役立つ情報が盛りだくさん！

事前にど
ん
な
支
援がある
知ってお
か
けば︑心
に余裕が
生まれま
すね

催

し

報ＩＤ】1007572

▼

荒屋）
【内容】29年度の発掘調査の成
果を紹介【費用】入館料が必要【問】同
館☎635-6600【広報ＩＤ】1009440
調査成果報告会【日時】
３月４日㈰13
時半〜15時【定員】先着80人【費用】無料

▼

談

▼

相

【イメージ図】

【日時】２月26日㈪９時半〜16時半・
広

告

［広報もりおか 30.２.１］７

寒い
期
時

ほっこり

展示の催しは、休館日を確認してからお出掛けください。

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

過ごしませんか。

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！

浜藤ＪＡＺＺライブ vol.４
酒蔵だった浜藤ホールで、ワインコーディネー
ターが選んだワインなどを飲みながらジャズライ

盛岡ゆかりの
漫画家３人展
こ

田中美菜子
×
竹谷州史
×
そのだつくし
や

しゅう

ま

じ

【費用】前売り 学生・65歳以上：2500円 一
般：2700円。飲み物１杯と軽食付き。チケットは
同館とカワトク（菜園一）、プラザおでって（中
ノ橋通一）、シグアートギャラリー（内丸）で、２

盛岡エリアを創作拠点とする漫画家の活動を紹介
し、漫画と盛岡の魅力を伝えます。

月５日 ㈪ 10 時
発売。当日はい

【期間】４月15日㈰まで、10時〜17時※２月10日

ずれも300円増

㈯は12時まで
【場所】もりおか啄木･賢治青春館（中ノ橋通一）
【問】同館☎604-8900

【問】同館
☎654-2911
【広報ＩＤ】

【広報ＩＤ】1021558

1021768

パソコンやスマホからどうぞ
パ
コ やス ホからどうぞ
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。

り

▼

た け

さだのり

【出演】北島貞紀＆スマイルキャッツ、金本麻里
い れい
（ボーカル）、伊禮しおり（バイオリン）
【対象】20歳以上【定員】80人
▼

入場無料！

な

ブを満喫しませんか。
【日時】３月３日㈯19時〜
【場所】もりおか町家物語館（鉈屋町）

▼

はまとう

み

もっと知りたい！盛岡

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
（７ページに掲載）の答え
①遠野市

志波城古代公園

いにしえのひなまつり展

縁起がよいとされる二枚貝
を使って、かわいらしいひ
な人形を作ってみませんか

一ノ倉邸

ひな遊ぶ

他の貝とはぴったり合わないた
め、良縁をもたらす象徴とされる

歴史を感じさせるひな段飾り
やひな人形などを展示します。

二枚貝に、みやびな細工を施した
「貝ひな人形」約20組を志波城
古代公園（上鹿妻五兵衛新田）に
展示します。

【日時】２月４日㈰〜３月３日
㈯、10時〜15時
【場所】一ノ倉邸（安倍館町）
【費用】無料

一説に、ひな祭りの起源は平安
時代にさかのぼるといわれます。
平安時代に由来のある同公園で、
当時に思いをはせながらご覧くだ
さい。
【日時】２月３日㈯〜３月４日㈰、
９時〜16時
【費用】無料
【問】同公園☎658-1710

広

告

８［広報もりおか 30.２.１］

■みやびな貝びなづくり体験
【日時】２月18日㈰13時〜15時半
【内容】貝に布を貼り、男びなと女
びなを作る
【対象】小学生以上※小学生は保護
者同伴
【定員】10人【費用】1000円
【申し込み】２月５日㈪９時から、
同公園で先着順に電話受け付け
【広報ＩＤ】1017895

【問】一ノ倉邸管理保存委員会
☎646-1817
【広報ＩＤ】1010430

編集後記
ラグビーワールドカップやデビ
スカップ、スポーツクライミング
コンバインドジャパンカップな
どハイレベルな大会が次々開催
されワクワクです。みんなで観
戦して盛り上がりたいですね。よ

発行：盛岡市
〠020-8530盛岡市内丸12-２
☎019-651-4111
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編集：市長公室広聴広報課
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