
4［広報もりおか 30.４.１］

　チャグチャグ馬コ保存会は、６月９日㈯に開催するチャグチャグ馬コの乗り手を
６人募集します。【問】観光交流課☎613-8391【広報ＩＤ】1007967

　ちびっこさんさ集団としてパレードやパ
レード終了後の花車を盛り上げるちびっこさ
んさを募集。対象は小学生で、募集人数は太
鼓120人と踊り65人、横笛数人です。踊りは
４・５歳児も参加できます。太鼓は主催者が
100個準備しますが、自分で用意できる人を
歓迎。横笛は各自で用意してください。
【費用】参加料6000円と浴衣などの購入費
１万2000円程度

　８月１日㈬～４日㈯に開催する盛岡さんさ
踊りを華やかに彩り、さまざまな活動を通じ
て盛岡さんさ踊りと盛岡の観光を全国にＰＲ
する「ミスさんさ踊り」５人を募集します。
また、ミスさんさ踊りと活動を共にする、ミ
ス太鼓50人とミス横笛10人、うたっこ娘数
人も募集。今年の盛岡の夏を、鮮やかに熱く
盛り上げましょう！

盛岡商工会議所や市役所別館７階の観光交流課な
どに備え付けの応募用紙に必要事項を記入し、顔
がはっきりと写っている上半身のカラー写真１枚
（Ｌ判以上で３カ月以内に撮ったもの）を添え
て、〠020-8507清水町14-12、盛岡商工会議所
内「盛岡さんさ踊り実行委員会事務局」へ。応募

申し込み

■ミスさんさ踊り（５人）
【対象】①市内または近隣市町在住②さんさ踊り
が大好きで明るく健康③４月１日現在、18歳～
26歳の独身女性（高校生を除く）④５月下旬～
７月下旬の練習会と８月１日～４日の祭り当日に
参加できる⑤１年間を通して関連行事に参加でき
る―の全てに該当する人
【賞品】賞金と副賞多数
【広報ＩＤ】1007942

■ミス太鼓（50人）・ミス横笛（10人）・うた
　っこ娘（数人）
【対象】①市内または近隣市町在住②さんさ踊り
の太鼓や笛、唄の基本をマスターしている③４月
１日現在、17歳～26歳の独身女性（高校２年以
上）④６月～７月の練習会と８月１日～４日の祭
り当日に参加できる⑤太鼓または笛を用意できる
⑥１年間を通して関連行事に参加できる―の全
てに該当する人【広報ＩＤ】1007941

往復はがきに住所と名前・フリガナ、年齢、性別、
学校名・学年、保護者の名前、電話番号・ファク
ス番号、「太鼓・踊り・笛」の別、太鼓の場合は
太鼓の有無も記入し、〠020-0806新庄町１-１、

ミスさんさ踊り・ミス太鼓・ミス横笛・うたっこ娘
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申し込み

はがきに郵便番号と住所、名前・フリガナ、年齢、
性別、学校名・学年、保護者の名前、電話番号を
記入し、〠020-8530（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。４月
16日㈪必着。応募多数の場合は抽選

用紙は、盛岡さんさ踊りの公式ホームページから
もダウンロードできます。郵送を希望する場合は、
同実行委員会へご連絡ください。ミスさんさ踊り
は５月８日㈫17時必着。ミス太鼓・
ミス横笛・うたっこ娘は５月22日㈫
17時必着

㈱丸久商店内「盛岡ちびっこさんさ運営委員会」
へ。はがき１枚に付き１人まで。５月12日㈯必
着。定員を超えた場合は抽選
【広報ＩＤ】1018881
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チャグチャグ馬コの乗り手を募集

●子どもの衣装は同会が用意しますが、足袋や
　草履などは各自で準備してください※保護者
　も同様
●練習の日程や場所などは乗り手が決定した後
　にお知らせします

【問】盛岡さんさ踊り実行委員会☎624-5880

【練習】６月上旬～７月下旬の毎週火・金曜、
18時半～20時。会場は城南小（若園町）
【問】まるせい呉服店内、盛岡ちびっこさん
さ運営委員会事務局☎629-9287

４月下旬と５月下旬に開催予定の２回程度の練習
会に参加でき、開催日当日に保護者が同伴できる
小学１～３年生。費用は6000円
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対象・費用 申し込み

馬
コ
に

乗
っ
て
み
よ
う
！

自分で育てた野菜の味は格別！

子ども科学館マスコットキャラクター
「こかぼう」

発明の日（４月18日）を含む１週間は「科学技術週間」 ひらめきと驚きが盛りだくさん！
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子ども科学館（本宮字蛇屋敷）で、工作や
実験などの体験ができるイベントを開催しま
す。身近な物を使って科学を体験できる子ど
も科学館は不思議がいっぱい！　ぜひお越し
ください。
【問】同館☎634-1171

触れる・学ぶ
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先生による「カミナリ実験」を
開催します。いずれも展示室入場料が必要です。

科学技術週間イベント

イベント名 内容 日時 定員 費用

ナイト
ミュージアム

①星空みどころ案内
②星を見る会
③科学工作
④プラネタリウム
⑤お誕生会（開館35
周年をお祝いするセ
レモニー）

４/７㈯
①18時～18時半
②③18時半～20時
④19時～19時半
５/５㈯
①19時10分～19時半
②③19時半～21時
④20時～20時半
⑤19時～19時10分

①④⑤
各160人
②なし
③４/７は
30人、５/
５は50人

①②⑤無料
③４/７は100
円、５/５は
150円
④４歳～中学
生各200円、
高校生以上各
500円

エアーロケット
空気の押し出す力を
利用したロケットを
作る

毎週日曜・祝日
①10時半～12時
②14時～15時半

各30人
各100円
※展示室入場
料が別途必要

シャボン玉で
あそびまショー

シャボン玉のサイエ
ンスショー

毎週日曜・祝日※４
/22を除く
13時～13時15分

なし
無料
※展示室入場
料が必要

【利用期間】４月下旬～11月下旬
【利用料】いずれも１区画5000円
（年額）
【申し込み】はがきに住所と名前、
年齢、電話番号、希望区画数を記入
し、各申込先へ。４月14日㈯必着。
申し込み多数の場合は抽選。当選者
へ各園主から連絡します
【問】農政課☎626-7540
【広報ＩＤ】1008209

　30年度の市民農園の利用者を募集します。市民農園とは、
自家用野菜や花などを育てたい人が借りられる農園で、各
園主が表のとおり開設しています。自然と触れ合い、作物
を育てて収穫する喜びを体験しませんか。

表　市民農園の所在地や区画数など
名称・所在地 区画数 １区画の面積 申込先（園主）

南仙北第一ファミリー農園
（南仙北二丁目６） 48区画

30平方㍍

〠020-0861仙北一丁目14-12
佐々木勝弥さん

南仙北第二ファミリー農園
（南仙北二丁目10） 24区画 〠020-0863南仙北三丁目２-39

佐藤成男さん
川目ファミリー農園
（川目４） 56区画 〠020-0812川目４-68

吉田俊和さん
津志田ファミリー農園
（津志田27-38） 65区画 〠020-0835津志田26-７-１

吉田勇夫さん
黒石野ファミリー農園
（黒石野三丁目６） 54区画 〠020-0111黒石野一丁目８-５

下田淳さん
庄ケ畑ファミリー農園
（上米内字庄ケ畑117） 24区画 〠020-0001上米内庄ヶ畑５

帷子康雄さん
宇登坂ファミリー農園
（上田字宇登坂長根27） 34区画 〠020-0112東緑が丘23-16

熊谷久紀さん
太田ふれあい農園
（中太田深持11、12） 30区画 33平方㍍ 〠020-0052中太田深持９

太田地区活動センター
黒川みどりの貸し農園
（黒川７） 30区画 36平方㍍ 〠020-0402黒川５-21

峰崎友子さん

その他の４・5月の各種イベント

期間：５月３日㈭～５日㈯、９時～16時半
　　　　　　※５月５日は中学生以下の展示室入場料が無料

子ども科学館まつり

■実験コーナー
【受付時間】９時～16時
※材料が無くなり次第終了
【内容】不思議な感触のスライム
作り。所要時間15分程度
【費用】各100円
■中庭コーナー
【時間】９時～16時に随時
【内容】特製シャボン液で作った
シャボン玉で遊ぶ
※悪天候のときは中止
【費用】無料
■サイエンスショー
　シャボン玉であそびまショー
【時間】10時40分～と11時40
分～、13時40分～、14時40分～
（各15分程度）
【内容】シャボン玉による技や、
巨大なシャボン玉を見ることがで
きるショー
【費用】無料。展示室入場料が必要

■プラネタリウム
①ドラえもん「宇宙ふしぎ大探検」３
　～地球のふしぎ～
②銀河鉄道の夜
【時間】①は10時半～11時と13時
半～14時、15時半～16時
②は11時半～12時10分と14時半～
15時10分
【定員】各回160人
【費用】４歳～中学生各回100円、
高校生以上各回300円※各回のチケ
ットを９時から１階受付で販売
■工作コーナー
【受付時間】９時～16時
※材料が無くなり次第終了
【内容・費用】物作りをしながら
科学を体験。ビー玉万華鏡（各300
円）、スーパーボールロケット（各
100円）。所要時間15分程度

育てる喜びを味わおう！

４月16日㈪～22日㈰

子ども科学館
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科学の不思議に

☆カミナリ実験の体験コーナー
【日時】４月22日㈰、10時～10時
40分と13時半～14時20分
☆サイエンスショー
【日時】４月22日㈰、10時50分～
11時20分と12時50分～13時20分
【内容】雷発生のメカニズムを
知る実験ショー

※詳しくは市公式ホームページをご覧ください

スライム作り
に挑戦！

メロンやスイカ
より大きいシャ

ボン玉、

見たことあるか
い？


