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　まだ雪の残る３月３日、中津川で「さけの稚魚
放流会」（綱取ダムの環境と清流を守る会主催）
が開かれ、地域住民ら約120人が参加しました。
この日は、卵からかえって約100日が経過した、
体長５、６㌢のサケの稚魚約２万匹を放流。参加
した子どもたちは「いってらっしゃい」「元気に
戻ってきてね」などと声を掛けながら、そっと川
に流していました。
　同会は、綱取ダムが整備された昭和57年に設
立。ダムや中津川の清掃活動、不法投棄のパトロ
ールなど、豊かな自然を守る活動を進めていま
す。サケの稚魚放流は、会の設立から20年の節
目に始められ、今年で17回目。同会の長岡康

やす

雄
お

会長は「サケは生まれ育った川に戻る習性がある
が、水がきれいじゃないと戻ってはこない。放流
したサケが帰ってこられるよう、これからも川の
自然環境を守っていきたい」と話し、放流する子
どもたちを優しく見守っていました。放流したサ
ケが戻ってくる約４年後には、成長した子どもた
ちが出迎えてくれることでしょう。

◆主な内容◆（平成30年４月１日号）
盛岡さくらまつり、旧暦のひなまつり、高松多目的広場一部
オープン、市長コラムなど ２～３ページ

ミスさんさとチャグチャグ馬コ乗り手募集、市民農園の利用
者募集、子ども科学館からのお知らせ ４～５ページ

30年度芸術鑑賞事業 ６～７ページ
犬のしつけ、狂犬病予防注射日程 ８～９ページ
盛岡ブランド推進事業を募集、ハンギングバスケット作り支
援など 10ページ

突撃取材、今昔物語、連載コラム「地域おこし協力隊」など 11ページ
盛岡ライフストーリー 14ページ

大きくなって帰ってきてね　
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　例年より厳しく感じられた冬でしたね。盛岡
でも特に寒い薮川地区で、寒さを逆手にとった
新たな名物をつくろうと、薮川にあるばっちゃ
ん亭に寒干し大根作りを提案しました。近くの
清流で洗って水にさらし、皮をむいて煮て、店
の前に約150本をずらりとつるしました。色を
白くするため、流水に５日間ほどさらすなど通
常より手間をかけたおかげか、初めての試みと
しては味も評判も上々で、店では売り切れたそ
うです。薮川ならではの名物として根付けばと
期待しています。もし１万本もの大根がつるさ
れるようになったら、見応えもありますよね。
　そんな寒さもようやく緩み、新たな命が芽吹
く春が盛岡にもやってきました。市内の桜の名
所がたくさんの人でにぎわう満開の時期も待ち
遠しいですね。ここのところ、花見らしい花見
はできていませんが、サクラパーク姫神のオオ
ヤマザクラまつりに主催者として訪れ、眺める
桜が毎年の楽しみになっています。

芽吹きの春が到来

市長コラム　№12

盛岡市長
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色とりどりのひな人形を、趣ある町家で楽
しむ「盛岡町家旧暦の雛

ひな

祭り」。今年も鉈屋
町の町家や店舗など約40軒で、つるし飾りや
創作びななどを展示するほか、人力車の運行
やお囃

はや

子
し

、音頭上げ、餅まきなどのイベント
も開催。城下町の風情が残る懐かしの雰囲気
をお楽しみください。
【費用】通行手形500円（２日間有効）

▼車両通行止め区間惣門側の入口と大慈寺地区コ
ミュニティ消防センターの受付で当日販売
【問】盛岡まち並み塾事務局（大慈清水御休
　　　み処）☎622-8989
【広報ＩＤ】1018944

雛祭りクラシックコンサート

日時：４月14日土・15日日、10時～16時
場所：鉈屋町・大慈寺町かいわい、もりおか町家物語館、御蔵（下町史料館）
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地図 盛岡町家旧暦の雛祭り会場

■県交通：盛岡駅東口バス乗り場13番、14番から
矢巾営業所行きで南大通二丁目バス停下車
■無料シャトルバス：ななっく前から会場まで、
10時５分～15時45分、20分間隔で運行

　　　会場内で車両の通行規制
期間中、地図のとおり鉈屋町の一部道路が通行
止めになります。看板や係員などの指示に従って
ください。規制区間は歩行者専用道路になります。
混雑するので、公共交通機関またはシャトルバス
をご利用ください。

　  バス停
県交通バス上田線または盛岡駅上田線「高
松の池口」バス停から徒歩１分です。
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地図 石割桜の場所

高松公園の桜

いよいよ桜の季節。祭り期間中は、「日本さくら名
所100選」に選ばれている両公園内にぼんぼりを設置
します。盛岡城跡公園では桜のライトアップも。石垣
と共に照らし出される夜桜を、ぜひお楽しみください。
ぼんぼりの点灯は盛岡城跡公園が18時～21時半、高
松公園が18時～21時で、祭り期間中の桜の見頃に合
わせて行います。
【問】観光交流課☎613-8391【広報ＩＤ】1007958

巨大な花こう岩の割れ目から
突き出たエドヒガンザクラが、
見事な花を咲かせる、盛岡名物
「石割桜」。樹齢は360年を越
えるといわれ、国の天然記念物
に指定されています。
【問】観光交流課☎613-8391

期間：４月14日土～５月５日土　
　　　　（開花状況により変更になる場合があります）

場所：盛岡城跡公園（内丸）、高松公園（高松一）

例年の見頃：４月中旬～下旬
場所：盛岡地方裁判所敷地内（内丸）

　高松多目的広場のうちクレー広場が４月
１日㈰から一般解放されます。公園のよう
に誰でも自由に利用できます。スポーツや
イベントなどで貸切使用する場合は有料で、
事前申請が必要です。なお、人工芝広場と
交流広場は現在整備中です。
【貸切可能時間】８時～19時
【問】公園みどり課☎639-9057

●旧盛岡競馬場跡地駐車場
池まで徒歩約５分、利用無料。一般車両
120台と観光バス10台が駐車できます。
●高松公園駐車場
利用無料。一般車両約80台が駐車できま
す。観光バスは駐車できません。

※観桜のための市立図書館への駐車はお控えくだ
さい

　　　高松公園で車両の通行規制

期間中の土・日曜と祝日の10時～
16時、高松公園の車道は車両の通行
を規制し、歩行者専用道路になります。
※開花状況や天候によっては、通行規制を実
施しないことがあります

桜の開花情報は市公式
ホームページでチェック
盛岡の桜の開花情報を、市公式
ホームページで随時更新してい
ます。ぜひご覧ください！

【広報ＩＤ】1007957
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クレー広場※の使用料（１時間ごと）
区分 料金
全面使用 高校生以下250円、一般500円
半面使用 高校生以下130円、一般250円

盛岡名物
地図 石割桜の場所
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　　　雛祭り会場エリア

盛岡さくらまつり

石割桜

旧暦の雛祭り盛岡町家

鉈屋町かいわいで開催する「旧暦の雛祭
り」に併せて、雛祭りと春をテーマにした
クラシックコンサートを開催します。
【日時】４月15日㈰13時半～14時半頃
【場所】もりおか町家物語館（鉈屋町）
【出演】村野井友

ゆう

菜
な

（フルート）
　　　　井上彩

あや

花
か

（ピアノ）
【定員】80人
【費用】前売り ▼学生・65歳以上：1200
円 ▼一般：1500円。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
販売中。当日はいずれも300円増。入場時
に旧暦の雛祭り通行手形提示で500円を返
金します
【問】同館☎654-2911
【広報ＩＤ】1022446

♪

【観覧無料のイベント】
■オープニングセレモニー（14日11時～）
　音頭上げや餅まきなど
　場所：もりおか町家物語館
■雛祭りステージ（14日12時～）
　スコップ三味線の演奏会や日本舞踊の披露など
　場所：もりおか町家物語館
■菓子まき（15日11時～）
　場所：大慈清水御休み処前

高松多目的広場に
クレー広場がオープン

アウトドア
都南つどいの森
　都南つどいの森（湯沢１）では、テ
ニスやグラウンドゴルフ、アスレチッ
ク遊具、池でのイワナ釣りを楽しめる
ほか、ペン立て・ティッシュボックス
などを作る木工体験もできます。雨の
日でも楽しめるバーベキューハウス、
オートキャンプ場、バンガロー、キャ
ビンも備えています。
【問】同つどいの森☎ 638-2270
【広報ＩＤ】1000895

つどいの森の利用案内

開園期間
通年
毎週火曜と年末年始は休園
※４月１日～12月１日は休園なし

開園時間 ８時半～17時

体験メニュー
（料金）
※要予約

テニス（１時間200円）、グラウ
ンドゴルフ（１人200円）、イワナ
釣り（１匹500円）、木工製品作
り（450円～）、ネイチャーゲー
ム（200円。講師料別途）など

キャンプ場利
用（料金）
※要予約

４月１日～11月１日※バンガロー
などの宿泊施設は４月29日～11
月１日（300円～）

外山森林公園
91㌶の広さを誇る外山森林公園（薮
川字大の平）。地元・薮川産の玄

げん

そば
を使った手打ちそばを食べられる食堂
や豊富な体験メニューのほか、夏は
キャンプ場も利用できます。
【問】同公園管理事務所☎681-5132
【広報ＩＤ】1000894

外山森林公園の利用案内

開園期間
４月28日㈯～11月15日㈭
毎週火曜休園
※７月１日～９月１日は休園なし

開園時間 ９時～17時
※９月１日以降は16時まで

体験メニュー
（料金）
※要予約

そば打ち体験（2000円）、木工
教室（300円～）、期間限定キノ
コもぎ（要問い合わせ）、ネイチ
ャーゲーム（300円）など

キャンプ場利
用（料金）
※要予約

６月中旬～９月１日
※貸しテントは５月１日㈫から
受付開始（５人用300円、８人用
500円）

　同園内で、ホダ木
ぎ

にシイタケの菌を植え付け
する体験会を開催。ホダ木の販売もあります。
【日時】４月21日㈯・22日㈰、10時～12時
【定員】各20人
【費用】各1000円※シイタケのホダ木２本付き
【申し込み】４月３日㈫９時から先着順に受け
付け。４月20日㈮16時締
め切り。詳しくは市公式
ホームページをご覧くだ
さい
【広報ＩＤ】1022287

開園前にこんなイベントも！

現地集合、菌活！初めてのキノコ作り

楽しんでみませんか

半面使用半半半 高校生以下1以下下下 30円、円 般25般般般
※学校の校庭のように整備された広場
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※専用駐車場はありません
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　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

ちびっこさんさ

な
ど
を
募
集

対象など

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

ミ
ス
さ
ん
さ
踊
り

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

２
０
１
８
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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！

市民
農園
の

　　
利用
者募
集

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

　岩手大の高木浩
こう

一
いち

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

雷
は
ど
う
や
っ
て

起
き
る
ん
だ
ろ
う
？

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

の

ども科学館マスコットキャラクター

（黒川７）（黒川７）（黒川７（黒川７）（黒川 ）（黒川 ）（黒川 ）（黒川（黒川 ）黒
※詳しくは市公式ホームページをご覧ください

ひらめき

ぶ ぱ ！　ぜひお越し

71

き
【

分程度100円）。所要時間15分程度分程度

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？
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＊チケットの発売日や料金などの詳細は、決まり次第、市文化振興事業団のホームページな
どでお知らせします
＊都合により、内容などが変更になる場合があります。あらかじめご了承ください

【問い合わせ】
盛岡市文化振興事業団 ☎621-5151（月曜休館※祝日を除く）
市民文化ホール ☎621-5100（盛岡駅西通二丁目９-１）
盛岡劇場 ☎622-2258（松尾町３-１）
キャラホール ☎637-6611（永井24-10-１）
姫神ホール ☎683-3526（渋民字鶴塚55）

平成30年度芸術鑑賞事業

感動の時
と

間
き

をあなたへ―。
　盛岡市文化振興事業団は、世界的に有名な歌劇場の公演やオーケ
ストラによるコンサート、豪華キャストによる演劇、展覧会などを
ご用意しております。至福のひとときをどうぞお楽しみください。

展覧会Exhibition

　各展覧会は、市民文化ホール展示
ホールで開催します。
※月曜休館（月曜が祝日の場合は開館）

プラハ放送交響楽団&ヴァディム・ホロデンコ
６月21日㈭19時～　市民文化ホール大ホール
　チェコの三大オーケストラの１つとして高い評価を受けるプラハ放
送交響楽団。プログラムはスメタナの「モルダウ」やドボルザークの
交響曲第９番「新世界より」のほか、バディム･ホロデンコをピアノ
に迎え、ラフマニノフのピアノ協奏曲第２番をお送りします。
【チケット発売中】全席指定　Ｓ席7500円、Ａ席6500円、Ｂ席5500
円、Ｕ-25チケット3000円※限定50枚（Ｓ、Ａ、Ｂ席選択可）

鈴木雅明パイプオルガン・リサイタル
７月21日㈯14時～
市民文化ホール小ホール
　バッハ演奏の第一人者として名声を博し、
同ホールのパイプオルガン選定委員としてオ
ルガン引き渡し式の記念演奏も務めた鈴木雅

まさ

明
あき

。特別なオール･バッハ･プログラムで、オ
ルガン設置20周年を高らかに祝います。
【チケット】全席指定　Ｓ席5000円、Ａ席
4000円、Ｕ-25チケット2000円（Ｓ、Ａ席選
択可）（４月12日発売）

二兎社「ザ・空気 ver.２ 誰も書いてはならぬ」
７月28日㈯・29日㈰、14時～　盛岡劇場メインホール
　「空気を読む」という社会現象をテレビ局の報道現場を通して描き、
現代日本を覆う奇妙な「空気」の正体に迫った話題作「ザ・空気」の
続編。今回は国会記者会館が舞台です。出演は安田成

なる

美
み

や眞
ま

島
しま

秀
ひで

和
かず

、
松尾貴

たか

史
し

ら。

田中達也　M
ミ ニ チ ュ ア

INIＡTURE L
ラ イ フ

IFE展
７月14日㈯～９月２日㈰
　ブロッコリーが巨大な森に、クロワッサンが青
空に浮かぶ雲に―。ミニチュア写真家・田中達

たつ

也
や

の作品は、インスタグラムから火が付き、昨年の
NHK連続テレビ小説「ひよっこ」のタイトル映像
にも起用されました。本展では、作品の額装展示の
ほか、ジオラマ化による遊び心たっぷりの小さな世
界を体感できます。
【前売料金】一般･大学生800円、小学～高校生
500円（５月発売予定）

ズーラシアンブラス　
音楽の絵本　ジャイブ
９月８日㈯15時～　キャラホール
　子どもたちに大人気の動物たちに
よる金管五重奏団「ズーラシアンブ
ラス」。今回は、ドラムのドールと、
ピアノのベス、サックスのラトゥール
が参加。いつものクラシックとはひと
味違うにぎやかなジャイブバージョ
ンでお届けします。
【チケット】全席指定　一般2500円、
１歳～中学生1000円※0歳は無料で
入場できます。１歳以上はチケット
が必要（５月24日発売）

小山実稚恵ピアノ･リサイタル
９月15日㈯15時～　市民文化ホール大ホール
　人気・実力ともに日本を代表する、盛岡ゆかりのピアニスト、小山
実
み

稚
ち

恵
え

。チャイコフスキー国際コンクール、ショパン国際ピアノコン
クールの二大コンクールに入賞以来、今日に至るまで、コンチェルト、
リサイタル、室内楽と、常に第一線で
活躍し、2017年度、紫綬褒章を受章。
同ホールでは開館記念ピアノ・リサイ
タル以降、折々の演奏会に出演し、繊
細かつ豊潤な響きで観客を魅了し続け
てきました。今回は開館20周年の節目
にピアノへの思いが詰まったプログラ
ムをお届けします。
【チケット】全席指定　Ｓ席4500円、
Ａ席3500円、Ｕ-25チケット1500円
（Ｓ、Ａ席選択可）（６月１日発売）

石井光三オフィス･
プロデュース
「７Days Judgement
～死神の精度」
９月30日㈰時間未定
２回公演
盛岡劇場メインホール
　指令を受けてヤクザの藤田
のところにやってきた死神が、
７日間で藤田の死を「可」か
「見送り」かをジャッジしま
す。伊坂幸

こう

太
た

郎
ろう

の小説が原作
の、クールで軽快な舞台を９
年ぶりに再演します。

20周年記念スペシャル･ガラ･コンサート
11月11日㈰時間未定　市民文化ホール大ホール
　さまざまな舞台芸術分野で活動する市民の皆さんと、仙台フィル
ハーモニーオーケストラの共演で、同ホール開館20周年を記念したス
ペシャル・ガラ・コンサートをお届けします。

プラハ国立劇場オペラ「フィガロの結婚」
来年１月19日㈯15時～　市民文化ホール大ホール
　舞台は19世紀、スペインはセビリアのアルマビバ伯爵邸で働くフィ
ガロと恋人・スザンナの結婚式当日に起きる騒動を描いたモーツァル
ト作曲の喜劇「フィガロの結婚」。不朽の名作として世界中のオペラハ
ウスのレパートリーとされている同作品を、プラハ国立劇場オペラの洗
練された美しい演出と生命力あふれる華やかな音楽でお送りします。

前橋汀子カルテット
来年１月27日㈰14時～　市民文化ホール小ホール
　日本を代表する国際的バイオリニスト･前橋汀

てい

子
こ

が2014年に結成し
た弦楽四重奏団。ソリストとして世界で活躍するトップアーティスト
がそろう夢のカルテットは、各地でチケットが完売するなど、大きな
話題を呼んでいます。

東京オペラシティリサイタルシリーズ
「Ｂ→Ｃ（ビートゥーシー：バッハからコンテンポラリーへ）」
佐藤彦大ピアノリサイタル
来年３月16日㈯15時～　市民文化ホール小ホール
　実力ある若手日本人アーティストによるリサ
イタルシリーズ「Ｂ→Ｃ（ビートゥーシー）」。
バッハ作品と現代の作品を軸として、演奏家が
自由にプログラムを組む、東京オペラシティの
人気企画です。今回は、国内外の数々のコンク
ールで優勝した市出身の俊英ピアニスト・佐藤
彦
ひろ

大
お

の出演が決まり、盛岡公演も実現。モスク
ワ音楽院で学び、次のステップへ向かう彼が、
今公演のテーマ「鐘の響き」をどう表現するか
もご期待ください。

レオナルド・ダヴィンチ没後500年記念企画
「レオナルド・ダヴィンチ　もう一つの遺産展」
12月１日㈯～来年１月20日㈰

盛岡市コレクション展2018
生誕100年「海野経の世界」＋交友の作家たち
来年２月16日㈯～３月10日㈰

ⓒSUPERKIDS

ⓒWataru Nishida

ブロッコリー１本分のサバンナ ⓒTatsuya Tanaka
自画像

海
野
経
「
松
籟
」

ⓒKazashito Nakamura

三浦一馬キンテート2018
ガーシュウィン＆ピアソラ
11月25日㈰15時～　キャラホール
　三浦一

かず

馬
ま

がキンテート（バンドネオン五重
奏）で贈るガーシュインとピアソラの名曲の
数々。タンゴにとどまらず、クラシックやジャ
ズなどにも果敢に挑戦する三浦一馬ならではの
豪華２本立てプログラムです。

ⓒ井村重人

前橋汀子 ⓒ篠山紀信

姫神寄席「春風亭一朝　古今亭志ん輔　二人会」
11月18日㈰14時～　姫神ホール
　五代目・春風亭柳

りゅう

朝
ちょう

の
総領弟子で「粋でいなせ
な江戸落語」との定評が
ある本格派の春風亭一

いっ

朝
ちょう

。
師匠の三代目・古今亭志

し

ん朝
ちょう

の芸を継承し、磨き
抜かれた話芸と見事な人
物描写で見る者を引き込
む古今亭志

し

ん輔
すけ

。それぞ
れ二席ずつの口演で、江
戸前の正統派の至芸をた
っぷりお届けします。

ⓒ
横
井
洋
司

春風亭一朝 古今亭志ん輔

久保田巧 ⓒ藤本史昭 川本嘉子 原田禎夫 ⓒ斎藤清貴

ⓒMarco Borggreve

バッハ･コレギウム･ジャ
パン「メサイア」
12月16日㈰14時～　
市民文化ホール大ホール
　世界で活躍するオリジナル楽器
のスペシャリストを擁し、鈴木雅
明が結成したバロックオーケスト
ラと合唱団による盛岡公演。クリ
スマスシーズンに世界中で演奏さ
れるヘンデルのオラトリオ「メサ
イア」をお楽しみください。

ⓒMarco Borggreve松尾貴史眞島秀和安田成美

　盛岡に生まれ、盛岡の芸術文化振興に貢
献した洋画家・海

うん

野
の

経
おさむ

（1919-98年）の生
誕100年を記念し、市所蔵の海

うん

野
の

経
おさむ

作品や交
友の作家による作品など約100点を一堂に展
示。戦後の少年たちや農村・漁村で働く人々
の姿を描いた作品、野山に咲く花や果実の静
物作品などには、海野経の優しく温厚な人柄
が表れています。入場無料。

　2019年はレオナルド・ダビンチの没後
500年に当たります。「最後の晩餐」「モナ
リザ」などの名画を残したダビンチは、科学
技術・土木工学も熱心に研究しました。本展
では、「レオナルドの手稿」や素描（いずれ
もファクシミリ版）、再現された大型模型を
通じて「ルネサンスの科学技術者」というダ
ビンチのもう一つの顔に迫ります。

萩原聖人 植田圭輔

細見大輔 ラサール石井

バディム・ホロデンコ

オンドレイ・レナルト
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所在地 会場 時間

４月12日㈭
下ノ橋町 新渡戸緑地 ９：00～９：20
仙北二 虚空蔵堂境内 ９：30～９：40
西仙北一 青物町公民館 ９：50～９：55
仙北二 仙北地区活動センター 10：10～10：20
南仙北二 小鷹公民館 10：30～10：40
向中野字幅 鶴子公民館 10：50～10：55
向中野字道明 道明公民館 11：05～11：15
向中野二 向中野公民館 11：25～11：45
本宮四 本宮第一町内会自治公民館 11：55～12：10

４月13日㈮
前潟四 土淵地区活動センター ９：20～９：35
繫字尾入野 尾入公民館 10：00～10：05
繫字北久保 北ノ浦公民館 10：20～10：25
猪去外久保 猪去振興センター 10：40～10：50
上太田細工 けやき荘 11：00～11：25

４月16日㈪
中太田深持 太田地区活動センター ９：10～９：40
中太田屋敷田 東北公営企業駐車場 ９：50～９：55
中太田新田 太田松原児童公園前 10：05～10：15

下太田田端 太田地区第二コミュニティ
消防センター 10：25～10：35

本宮字鬼柳 大宮町内会公民館 10：50～11：00
本宮字上越場 越場公民館 11：10～11：20
下飯岡２ 内村公民館 11：30～11：35
下鹿妻字下通 下鹿妻公民館 11：40～11：50
北飯岡二 河北公民館 11：55～12：00

４月17日㈫
上鹿妻天沼 上鹿妻公民館 ９：10～９：20
上飯岡22 前野公民館 ９：25～９：45
上飯岡15 上飯岡公民館 ９：50～10：05
羽場１ 上羽場公民館 10：15～10：25
上飯岡２ 油田公民館 10：35～10：45
羽場14 中羽場公民館 10：55～11：05
羽場12 下羽場公民館 11：15～11：20

下飯岡８ 飯岡農業構造改善センター
（飯岡出張所隣） 11：30～11：40

４月19日㈭
夕顔瀬町 橋市道場前 ９：00～９：10
境田町 境田町公民館 ９：20～９：30
中屋敷町 中屋敷町公民館 ９：40～９：50
北天昌寺町 西厨川老人福祉センター 10：05～10：20
大館町 大館町公民館 10：35～10：50
中堤町 中堤町公民館 11：00～11：10
大新町 大新町公民館 11：20～11：30
前九年二 前九年公民館 11：40～11：45

４月21日㈯
上堂一 マッハランド駐車場（時遊館前） ９：00～９：30
本宮五 盛岡タカヤアリーナ駐車場 10：00～10：25
湯沢東一 Ａコープ湯沢店 10：55～11：25
津志田14 都南地区保健センター 11：55～12：10

４月24日㈫
大ケ生11 上大ケ生公民館 ９：30～９：50
乙部20 下大ケ生公民館 10：00～10：10
乙部17 藤原商店前駐車場 10：20～10：25
乙部29 石倉公民館 10：30～10：40
乙部31 寺ノ下公民館 10：45～10：55
乙部６ 乙部地区公民館 11：05～11：25
門一 門公民館 11：40～11：50

４月27日㈮
津志田27 津志田16区東公民館 ９：10～９：15
三本柳５ 吉田芳彦さん宅（㈲ユウジ） 9：25～9：30
三本柳12 ＪＡいわて中央見前支所集荷場 ９：45～10：05
東見前４ 見前町公民館 10：15～10：25
西見前13 世代交流センター 10：35～10：45
西見前17 上通公民館 10：50～10：55
津志田中央二 見前地区公民館 11：10～11：20

津志田町一 ビッグハウス川久保店
（岩鋳側駐車場） 11：30～11：45

５月７日㈪
手代森９ 新山公民館 ９：10～９：20
手代森13 沢目公民館 9：30～9：35
手代森14 手代森ニュータウン公民館 ９：45～９：55
手代森20 下通公民館 10：05～10：10
手代森19 大沢公民館 10：25～10：35
黒川７ 峰崎公民館 10：45～10：55
黒川11 黒川公民館 11：00～11：10
黒川22 たもり乙部店 11：20～11：35

５月８日㈫
名須川町 仁王児童センター ９：10～９：25
材木町 材木町児童公園 ９：40～９：45
高松一 高松の池口広場（高松公園）10：00～10：25

北山二 北山公民館 10：35～10：40
三ツ割住民センター 10：50～10：55

三ツ割四 三ツ割公民館 11：05～11：15
山岸六 名乗公民館 11：25～11：30
５月10日㈭
砂子沢７ 原沢バス転回所 ９：20～９：25
砂子沢６ 元小笠原商店前 ９：35～９：40

根田茂５ 根田茂地区コミュニティ消
防センター ９：50～９：55

簗川２ 飛鳥停留所 10：10～10：15
川目２ 大平カルさん宅 10：35～10：45

川目４ 川目上地域学習センター 10：50～10：55
吉田浩二さん宅 11：00～11：05

川目３ 佐々木喜代治さん宅 11：10～11：15
川目５ 県北バス回転場 11：25～11：30
川目12 たたら山公民館 11：45～11：55

表１　動物病院の一覧

表２　集合注射会場と日程

　「しつけ」として愛犬にまず覚えさせるのは、
「お手」「お座り」「伏せ」という人が多いかもし
れません。しかし、人と犬が共に暮らす上で本当に
必要な「しつけ」とは何でしょうか？　犬とその飼
い主だけでなく、みんなが暮らしやすいまちづく
りにつながるマナーについて、考えてみませんか。
【問】市保健所生活衛生課☎603-8311

集合注射会場と日程は９ページに続きます

　犬本来の習性が「問題行動」に

　吠える、かむ、追いかけるなどの行動は
犬がもともと持っている習性ですが、人と
の生活の中では「問題行動」となることも。
飼い主が、してほしくない、困ると思う行
動は、やめるよう教えなければいけません。
家以外の場所で周囲の迷惑にならないよう
に行動させることも、必要なマナーです。

問題行動の例
□トイレ以外に排せつする
□人に跳び付く。かみ付く
□むやみに吠える
□散歩のとき、強くリードを引っ張る　

５月11日㈮
緑が丘三 緑が丘児童センター ９：00～９：15
黒石野二 緑が丘地区活動センター ９：25～９：35
西松園二 松園地区活動センター ９：45～９：55
小鳥沢一 こまどり児童公園 10：05～10：25
北松園四 北松園小学校東出逢の広場 10：35～10：50
桜台二 桜台自治会館 11：10～11：40

５月14日㈪
浅岸字赤重 矢沢口 ９：10～９：15
上米内字畑 矢羽々忠一郎さん宅 ９：20～９：25
上米内字中居 上米内地区振興センター ９：35～９：40
上米内字赤坂 平商会駐車場 ９：55～10：00
上米内字道の下 庄ヶ畑地区振興センター 10：10～10：20
山岸字外山岸 元根子商店前 10：25～10：30
山岸字大平 門脇光子さん宅 10：45～10：50
下米内一 山岸老人福祉センター 11：10～11：15

浅岸一 浅岸地区コミュニティ消防
センター 11：25～11：35

つつじが丘 東北銀行つつじが丘出張所
跡地 11：45～11：55

５月15日㈫
舘向町 舘向町公民館 ９：00～９：05
青山三 青山三丁目公民館 ９：25～９：35
月が丘二 月が丘児童センター ９：45～９：55
みたけ三 城北集会所 10：05～10：15
厨川二 北厨川住宅集会所 10：25～10：40
高松四 高松四丁目公民館 10：50～11：05
上堂三 上堂第二公民館 11：25～11：35

５月17日㈭
薮川字町村 町村活性化センター ９：45～９：50

千葉浩志さん宅 10：05～10：10
薮川字橋場 岡本商店 10：25～10：30

薮川字外山 旧薮川地区公民館 10：45～10：55
畜産研究所外山畜産研究室前 11：05～11：10

上米内字小浜 田鎖長一さん宅 11：25～11：35
５月21日㈪
川又字赤坂 川又地区コミュニティセンター ９：30～９：35

川又字中舘 釘の平地区コミュニティ消
防センター ９：45～９：55

日戸字鷹高 玉山地区健康増進施設 10：05～10：15
日戸字古屋敷 日戸地区コミュニティセンター 10：20～10：30
玉山字大二子 城内４区集会所　すずらん 10：50～10：55
玉山字城内 城内地区コミュニティセンター 11：10～11：20
門前寺字
門前寺

門前寺地区コミュニティセ
ンター 11：30～11：35

渋民字渋民 勤労者研修センター
（啄木記念館前） 11：40～11：45

渋民字上武道 竹田正浩さん宅 11：50～11：55
玉山馬場字
状小屋

馬場状小屋地区コミュニテ
ィセンター 12：00～12：05

５月22日㈫
渋民字山屋 沢目多目的集会センター ９：00～９：10
玉山馬場字前田 前澤芳勝さん宅 ９：15～９：25
玉山馬場字
芦名沢

前田地区コミュニティセン
ター ９：30～９：35

巻堀字巻堀 巻堀地区コミュニティセンター ９：45～９：50

寺林字平森 寺林地区転作研修センター ９：55～10：00
大平公民館 10：10～10：15

巻堀字上桑畑 桑畑集会所 10：20～10：25
玉山馬場字
葛巻 姫神地区振興センター 10：35～10：40

永井字百目木 永井野菜集荷場前 10：55～11：00
永井字永井沢 永井地区コミュニティセンター 11：05～11：10
好摩字野中 好摩地区公民館 11：15～11：20

好摩字夏間木 芋田向２地区コミュニティ
センター 11：25～11：30

好摩字上山 好摩東地区コミュニティセンター 11：35～11：40

５月24日㈭
渋民字小前田 渋民地区コミュニティセンター ９：00～９：05

下田字上下田 下田川崎地区コミュニティセンター ９：10～９：20

下田字頭無 山田地区コミュニティセンター ９：25～９：35
下田字古河川原 生出野公民館 ９：40～９：45
松内字松内 松内コミュニティセンター ９：55～10：00

下田字生出 尻志田公民館 10：05～10：10
生出３地区コミュニティセンター 10：15～10：20

下田字仲平 農民研修センター 10：25～10：35

下田字柴沢 柴沢地区農事集会所 10：45～10：55
松島公民館 11：00～11：05

下田字陣場 舟田２地区コミュニティセンター 11：15～11：25
下田字牡丹野 舟田地区介護予防センター 11：30～11：35
５月28日㈪
新庄町 新庄観音会館 ９：00～９：10
大慈寺町 元かわてつ園前 ９：25～９：40
中野二 中野公民館 ９：50～10：00
東中野字片岡 沢田公民館 10：10～10：20
川目町 子供の広場 10：30～10：35
川目９ 宇津野公民館 10：45～10：55
東中野字見石 見石公民館（旧なかの保育園） 11：15～11：20
東安庭字小森 中野地区活動センター 11：25～11：35

５月29日㈫
住吉町 住吉神社境内 ９：00～９：15
茶畑二 大慈寺児童センター ９：25～９：35
津志田西二 野田公民館 ９：50～10：00
永井19 下永井公民館 10：10～10：20
永井10 上永井公民館 10：30～10：40
湯沢６ 上湯沢公民館 11：00～11：10
湯沢東一 湯沢中央公園グランド入口 11：15～11：20

狂犬病予防注射は表１の動物病院か表２の集合注射会場
で受けられます。費用は3100円。市が３月末に送ったは
がきを持参の上、注射を受けてください。【広報ＩＤ】
1001666

　子犬でなくてもしつけは可能

　「もう成犬だからしつけは無理」と、諦
めていませんか？　生後３～12週齢の時
期（社会化期）にさまざまな経験をするこ
とは特に重要といわれていますが、その時
期を過ぎても、しつけは十分できます。犬
種や問題行動に応じたいろいろなトレーニ
ング法がありますので、まずは飼い主自身
が正しいしつけ方を学びましょう。動物病
院や市が開催するしつけ教室※に参加した
り、ドッグトレーナーなどの専門家に直接
相談するのも良いでしょう。
※市主催の「わんわんセミナー」は毎年１回開
催。詳しくは、広報もりおかや市公式ホーム
ページなどでお知らせします

犬のしつけ
できていますか？

　しつけで皆が暮らしやすく

　飼い主と犬との信頼関係が深まれば、日
常的なお手入れや健康チェックもスムーズ
に。また、正しくしつけをされた犬は、吠
え声やかみ付きなどで近所の人を困らせる
こともありません。災害のときに一緒に避
難することも考えて、人と共に暮らすため
の基本的なルールをしっかりと愛犬に教え
ておくことが、飼い主の責任です。

実施期間
４～６月

必
ず
受
け
ま
し
ょ
う

狂
犬
病
予
防
注
射

問い合わせ

市保健所生活衛生
課

☎603-8311

　「しつけ」は、犬という動物が人間社会に受
け入れられ、犬も人もできる限りストレスを少
なく幸せに生活するために必要なものです。犬
を家族に迎えたら、一緒に生活するためのルー
ルを教えてあげましょう。教えるときは、犬に
過度なストレスを与えず、分かりやすいトレー
ニング方法を用いることが重要。犬はとても学

「しつけ」って何？　どうして必要？

Ｊ
ジ ャ

ＡＨ
ハ

Ａ（日本動物病院協会）公認
しつけインストラクターの伊勢仁

よし

英
ひで

さんに聞きました！

病院名 所在地 電話
松園動物病院 西松園四丁目20-２ 661-0500
緑が丘動物病院 上田堤一丁目５-13 661-1122
ちば動物病院 みたけ四丁目８-55 641-2099
らいおん動物病院 みたけ六丁目３-３ 645-0688
川原動物医院 月が丘三丁目31-５ 641-2372
金子動物病院 西青山二丁目29-59 647-6322
ペット往診センター 山岸二丁目12-12 623-2656
せき動物病院 青山一丁目９-３ 681-6223
加賀野どうぶつ病院 加賀野三丁目17-３ 623-1838
ひがしペットクリニック 上田一丁目３-42 626-1417
ムカイダ動物病院 長田町10-30 653-1861
その動物病院 南大通三丁目７-５ 624-5368
あすか動物病院 本宮三丁目14-15 635-0600
盛岡グリーン動物病院 北飯岡三丁目４-38 601-6644
横井動物病院 中野一丁目29-12 654-8866
南大橋動物病院 東安庭二丁目２-７ 621-1255
盛岡どうぶつ病院 津志田町三丁目１-13 638-1299
吉田動物病院 津志田中央三丁目12-20 639-3330
ワンニャンPointクリニック 永井20-２ 618-6981
大志田動物医院 永井25-１ 638-5556
たんぽぽ動物病院 東見前8-20-５ 614-2323
かわむら動物医院 好摩字上山18-20 682-0955
やはばわんにゃんクリニック 矢巾町大字高田15-46-１ 613-8033
みゅう動物病院 矢巾町西徳田５-20 698-2221
小川動物病院 矢巾町南矢幅16-30-14 697-6652
さくま動物病院 滝沢市後278-10 688-9926
カワワアニマルクリニック 滝沢市湯舟沢329-226 687-1514
すご動物病院 滝沢市葉の木沢山497-15 681-8100
いわね動物病院 滝沢市室小路468 601-4255
むとう動物クリニック 滝沢市鵜飼狐洞６-１ 684-1233
安田動物医院 滝沢市大釜大清水260-３ 686-2223

【注意】

集合注射会場では、鑑
かん

札
さつ

または注射済票、はがきのい
ずれかがないと接種できないことがあるので、必ず持
参してください。また、動物病院でも、手続きに時間
がかかります。

▼

飼い犬を登録する
と鑑札が、注射をす
ると注射済票が交付
されます

しつけの
第一歩は

、

飼い主の
言うこと

を

聞くとい
いことが

あ

ると思わ
せること

！

        みんなを笑顔にするお散歩マナー

・犬が車にひかれたり、人をかんだりしないよう  
   必ずリードを着けて散歩する
・ウンチやおしっこで他の人を不快にさせないよ
　うに、散歩前にトイレを済ませる
・ウンチをしたら必ず拾って持ち帰ったり、おし
　っこにも水をかけるなど配慮する

☞

狂犬病の予防注射
は

飼い主の義務です

名前を呼び、振り向いたら「いい子だね！」などと声を掛けてからご褒美をあげましょう

♪♪

習能力が高いので、してほし
いことがうまくできたとき、
犬に分かる方法できちんと
褒めてあげると，必ず覚
えてくれます。根気と愛
情を持ってしつけに取り
組んでみてください。

市
主
催
の
わ
ん
わ
ん
セ
ミ
ナ
ー
で

指
導
す
る
伊
勢
さ
ん

おやつ？　オモチャ？　抱っこ？いい子にしたご褒美は何かなぁ
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市は、子育て家庭を応援するため、30年４月診療分から中学
生の医療費の一部を表１のとおり助成します。
対象となる人には、４月上旬に申請書類を送付するので、必

要事項を記入し、同封の返信用封筒で提出してください。申請
後に、受給者証を送付します。小学生医療費受給者証を持っ
ている新中学１年生には、４月上旬に中学生医療費受給者証
を送付します。詳しくは、市公式ホームページをご覧ください。
【問】医療助成年金課☎626-7528【広報ＩＤ】1022017 ニ

ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
を
頑
張
っ
て　

ま
た
優
勝
し
た
い
！

今
シ
ー
ズ
ン
元
気
に

ロ
ー
ン
ボ
ウ
ル
ズ
を
す
る
！

納
豆
と
豆
腐
を
た
く
さ
ん
食
べ
て

悪
玉
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
を
減
ら
す

突撃取
材

春
か
ら
頑
張
り
た
い

こ
と
は
何
で
す
か
？

撃取材

ら
頑
張

スポーツ・レク
リエーション祭
（３月３日）で
聞きました

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
で

　
　
　

健
康
を
保
つ
！

夢
中
に
な
っ
て
い
る
グ
ラ
ウ
ン
ド

ゴ
ル
フ
に
さ
ら
に
力
を
入
れ
る

村上サダ子さん（82）
＝月が丘一＝

田中賢
けん

一
いち
さん（80）

＝上飯岡14＝

星山睦
むつ

子
こ

さん（75）
＝湯沢西一＝

冨
とみ

並
なみ

正
まさ

行
ゆき

さん（68）
＝永井23＝

てす

佐々木弘
ひろ

子
こ

さん（65）
＝津志田２＝

もりおか今昔物語

舘村智
とも

輝
き

さん（34）＝三本柳５＝

次回は、舘村さんが紹介する人が登場します。

　幼い頃、住んでいた神明町から母と
一緒に中

なか

三
さん

デパートによく行き、通り
掛かった紺屋町の明王像の怖い表情に
身震いしたのを覚えています。小学生
の時に南仙北に引っ越し。今は住宅街
ですが、昔は家の前も裏も田んぼで、
そこが遊び場でした。カエルやバッタ
を採って友達とどっちが遠くまで飛ば
せるか、競い合いましたね。
　高校生の頃の遊び場は、専ら大通り
と菜園。激安大盛りのご飯を食べた
り、裏通りに何軒もあった洋服屋やレ
コードショップなどを友達と何時間も
掛けて巡りました。足しげく通ううち
に仲良くなった洋服屋の店員に誘わ
れ、クラブなどでの音楽イベントに参
加。その中で「いつか音楽に関わる仕
事に」と思うようになり、念願かなっ

てレコードショップを出店しました。
　盛岡は、小さい頃に見た紺屋町の明
王像をはじめ、毘沙門橋から見る中津
川や川で遊ぶ子どもたちなど、街中で
も昔と変わらない風景が残っているこ
とがうれしいです。また、紅葉や白鳥
など四季を感じることができるのもい
いですよね。これからもこの風景を大
切にしていきたいです。

vol.60 変
わ
ら
な
い
風
景
が

　
　
　
　
　
あ
る
ま
ち

　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

え

美
み

隊員です。
【問】企画調整課☎626-7534

大ケ生の未来に何を描くか

　大
おお

ケ
が

生
ゆう

に住み始めて間もなく一年。地域の
人は「冬は仕事ないよ」なんて言っていまし
たが、ほうきや籠、まり作り、まき割り、雪
払い、寒干し大根・漬物作り…と魅力的な家
仕事があり、充実した日々です。季節に合わ
せて暮らし方も変わり、当たり前のように季
節を生かす生活に「本当に豊かな暮らしだな
…」とよそでは味わえない充足感を得ていま
す。この「感覚」をみんなに伝えたいと思う
毎日です。
　２月に開催されたもりおか映画祭では、映
画ワークショップに講師アシスタントとして
携わりました。盛岡を舞台に参加者が４作品
を創作。参加者が映画作りを通していつもの
「まち」や「ひと」を別の視点で見る機会にも
なり、自分も良い刺激をもらいました。手伝っ

てもらった前職の仲間にも感謝。また、作品作
りに重要な「話し合い（聴き合い）・協力・諦
めない力」は、まちづくりにも共通する大事な
ことだと再確認。大ケ生でもこのような試み
をやってもよいかもと考えました。大ケ生の未
来に、私たちは何を描くのか。本気で話し合
い、自分の地域を「ものがたる」力を生み出す
こと。それが今の私たちには足りないのでは

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

中央公民館の庭園
開放時間を変更します

表２　指定検査機関
検査機関名（所在地） 電話番号 １日 １泊２日

市立病院（本宮五） 635-0101 ○ ○
盛岡南病院（津志田13） 638-2020 ○ ○
盛岡つなぎ温泉病院（繫字尾入野） 689-2101 ○ ○
八角病院（好摩字夏間木） 682-0201 ○ ○
県立中央病院（上田一） 653-1151 ○ ○
盛岡赤十字病院（三本柳６） 637-3111 ○ 国保○後期×
盛岡友愛病院（永井12） 638-2222 ○ ×
川久保病院（津志田26） 635-1305 ○ ×
遠山病院（下ノ橋町） 651-2118 ○ ×
松園第二病院（西松園三） 662-0100 ○ ×
ＪＡ岩手県厚生連人間ドックセンター
（永井14） 637-1910 ○ ×

県予防医学協会（北飯岡四） 638-7185 ○ ×
いわて健康管理センター（西仙北一） 635-8850 ○ ×
岩手医科大学付属病院（内丸） 651-5111 × 国保○後期×
検査料金や検査項目など詳しくは、各検査機関へお問い合わせください

市は、国民健康保険（国保）と後期高齢者医療制度に加入して
いる人が指定検査機関で人間ドックを受ける場合、費用の一部を
助成します。【問】健康保険課☎626-7527【広報ＩＤ】1003571

【期間】通年（３月31日は１日コースのみ）
【助成額】１日コース、１泊２日コースとも２万円。乳がんまた

は子宮がんの検査を受診する場合は２万4000円
　　　　　ただし、同じ年度内に国保特定健診や後期高齢者健診、

がん検診を受診した人は助成を受けられません

受診まで

の流れ

❶表２の指定検査機関へ日時を予約
❷受診日の１週間前までに健康保険課か都南総合支所税務
福祉係、玉山総合事務所健康福祉課、各支所へ被保険者証
を持参し申し込み、受診券を受け取る。※健康保険課以外
で申し込んだ後期高齢者医療制度加入者には郵送します
❸受診券と被保険者証、自己負担金、必要書類を持参し、
受診する

人間ドック費用を助成します

市は「花と緑のガーデン都市づくり」の一環と
して、市民の皆さんのハンギングバスケット作りを
支援しています。【問】公園みどり課☎639-9057
【広報ＩＤ】1010438

　商店街や町内会などが、
沿道にハンギングバスケ
ットを設置する場合、器
材を無料で貸し出すほか、
製作費や設置費などの
80％を補助します。

ハンギングバスケット
の知識を学び、寄せ植え
などの実技を習得したい
人のために、10月まで
ハンギングバスケット製
作講習会を開催します。
詳しくは、広報もりおか
や市公式ホームページな
どで随時お知らせします。

商店街や町内会などが、
ハンギングバスケットを
製作したり、製作講習会
を開催したりする場合、
フラワーバスケットアドバ
イザーを無料派遣します。

愛宕町の中央公民館が大規模改修工事のため４月か
ら32年３月まで休館するのに伴い、庭園の開放時間が、
月曜から金曜まで（祝日と年末年始を除く）の９時か
ら15時までとなります。また、入口は愛宕山散策路側
の１カ所のみとし、敷地内の駐車場は使用できません。
【問】中央公民館☎654-5366

「盛岡らしさ」のアイデア求む！

盛岡ブランド市民推進委員会は、盛岡らしさを育成・発信する
ため、市民発案の企画事業を募集。採用事業には事業費の一部を
助成します。【問】都市戦略室☎613-8370【広報ＩＤ】1019302

【対象】市内で活動中または新たに活
動を始める市民団体（公益法人やＮＰ
Ｏ法人を含む)
【申し込み】市役所別館８階の都市戦略
室や同本館１階の窓口案内所、各支所
などに備え付けの募集要項を参照の上、
応募用紙に必要事項を記入し、〠020-
8530（住所不要）市役所都市戦略室へ
郵送または持参。郵送は４月27日㈮必
着。持参は同日17時まで

盛岡の魅力を育む企画に
助成します

ハンギングバスケットを
作ってみませんか

花と緑のガーデン都市づくり

30
年
度
か
ら
対
象
を

中
学
生
ま
で
拡
大
！

国保と後期高齢の人は必見！

輝
き

さん（34）＝三本柳５＝

皆さんの
作品を紹介します
　自宅や会社などに設置
しているハンギングバス
ケットの写真を市公式ホ
ームページで紹介。応募
方法など詳しくは、公園
みどり課へどうぞ。

中学生の医療費助成をスタート
子育てを応援します

本館

別館

駐車場

駐車場は
使用できません

国
道
４
号

市道

中央公民館敷地
見取り図

隊コラ
ム

探
ん

探る

不
便
を
お
掛
け
し
ま
す
が

協
力
を
お
願
い
し
ま
す

昨年の採用事業の一例。南部藩に伝わる
能楽の文化について説明している様子

表１　中学生の医療費の助成額など
所得区分 助成額 自己負担額

住民税非課税
の世帯 保険診療分の全額 なし

住民税が課税
されている世帯

保険診療分から自己負
担額を差し引いた額

レセプト※ごとに、入院外は
750円、入院は2500円

※　医療機関が健康保険に請求する医療費の明細書

第８回

池

庭園

講師を
無料派遣します 設置を支援します

製作講習会を
開催します

６月には700個を超える
ハンギングバスケットが
盛岡のまちを彩ります

す

どで随時

毎週開催している「輪投げの会」
で、大ケ生の人たちと交流

っ
証
い。

を！

入口
（愛宕山散策路側）

ないかと思います。
今だけでなく、過去
から今、今から未来
へ続く大ケ生の暮ら
しの中で私たちは何
ができるのか、日々
考えながら挑戦して
いきたい今

こん

日
にち

です。
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は都南総合支所（津志田14）【内容】人
権擁護委員による無料人権相談【問】
盛岡地方法務局☎624-9859

●いわて就職ガイダンス
【日時】４月７日㈯13時～16時半【場所】
アピオ（滝沢市）【内容】県内に就業場所
があり、正社員を募集する企業による会
社説明【対象】31年３月卒業予定の学生
と一般求職者【問】ふるさといわて定住
財団☎653-8976【広報ＩＤ】1018787

●動物公園に行こう
　動物公園（新庄字下八木田）で次のイ
ベントを開催。いずれも先着30人で、入
園料が必要です。【問】同園☎654-8266
▶動物の毛でマスコットを作ろう【日時】
４月８日㈰13時半～15時【申し込み】13
時20分から動物資料館前で受け付け▶
アリの世界をさぐろう【日時】４月14日
㈯・15日㈰、14時～14時半【申し込み】
13時50分からサル山前で受け付け

●ふれあい広場
【日時】４月12日～６月28日、木曜、11
時～13時※祝日を除く【場所】市役所
本館１階の市民ホール【内容】障がい福
祉事業所による食品や手芸などの販売
【問】障がい福祉課☎613-8346【広
報ＩＤ】1018352

●石川啄木記念館の無料開放
　啄木の命日、４月13日㈮は無料で入
場できます。13時半からは、啄木の作
品「林

りん

中
ちゅう

の譚
たん

」を基にした紙芝居を紹
介します。【問】同館（渋民字渋民）☎
683-2315【広報ＩＤ】1022347

●もりげきライヴ
【日時】４月18日㈬19時～21時【場所】盛
岡劇場（松尾町）【出演】W

ウ　 ェ 　 ン 　 ズ 　 デ 　 イ

ednesday
【費用】前売り1000円、当日1200円。小
学生以下無料【問】同劇場☎622-2258

●パイプオルガン
　プロムナードコンサート
【日時】４月19日㈭12時20分～12時50
分【場所】市民文化ホール小ホール（盛
岡駅西通二）【出演】オルガニストの三浦
はつみさん【定員】先着350人【費用】無
料【問】同ホール☎621-5100

●原敬の生家を公開
【日時】４月21日㈯～５月６日㈰、９時～
16時【場所】原敬記念館（本宮四）【費
用】入館料が必要【問】同館☎636-1192

日㈫・22日㈰の終日、利用できません。
【問】同プール☎634-0450

●不来方大学院生を募集
【開講日時】５月10日～11月１日、木曜、
全20回、９時半～11時半【場所】キャラ
ホール（永井24）【内容】一般教養や時
事問題などの学習【対象】65歳以上【定
員】150人【費用】自治会費4500円【申
し込み】往復はがきに住所と名前・ふり
がな、年齢・生年月日、性別、電話番号を
記入し、〠020-0013愛宕町14-１、中央
公民館「不来方大学院係」へ。４月18日
㈬必着。定員を超えた場合は抽選【問】
同館☎654-5366【広報ＩＤ】1022291

●ゆうゆう学舎（もりおか老人大学）
　学生募集
【開講期間】６月７日㈭～来年１月17日
㈭【場所】各老人福祉センターなど【内
容】健康や地域文化などさまざまな分
野を学ぶ本校・地域校講座と、地域活
動などについて学ぶ特別講座【対象】
60歳以上【費用】無料【申し込み】市役
所本館５階の長寿社会課や各支所、老
人福祉センターなどに備え付けの入学願
書で申し込み。５月１日㈫必着【問】同
課☎603-8003【広報ＩＤ】1006424

●介護予防ヨガ・太極拳教室の
　運営団体を募集
　60歳以上を対象に健康づくりと介護
予防のためのヨガと太極拳それぞれの教
室を運営する団体を募集します。【予定委
託期間】５月15日㈫～来年３月31日㈰【応
募期限】４月17日㈫17時。詳しくは市公式
ホームページをご覧ください【問】長寿社
会課☎603-8003【広報ＩＤ】1022448

●市スポーツ少年団員募集
　市スポーツ少年団は、30年度の団員
を募集。７月31日㈫締め切りです。【種
目】スキーやスケート、空手、剣道、水
泳、サッカー、テニス、軟式野球、ミニバ
ス、ラグビーなど全35種目。詳しくは市
体育協会のホームページをご覧ください
【問】同少年団事務局☎652-7600

●障がい者へのタクシーや
　ガソリン・軽油料金の助成
　市は、タクシーやガソリン・軽油の料
金の一部を助成します。【対象】自動車
税または軽自動車税の減免を受けてい
ない在宅の人で、次のいずれかに該当す
る人①身体障害者手帳１級②視覚や下
肢、体幹に障がいがあり身体障害者手
帳２級③療育手帳④精神障害者保健福
祉手帳１級。なお、ガソリン・軽油の助成
を受ける場合は、①～④以外にも条件
があります【申し込み】４月２日㈪以降に、

該当する手帳と印鑑を用意し、市役所本
館５階の障がい福祉課か都南総合支所
税務福祉係、玉山総合事務所健康福祉
課へどうぞ【助成額】いずれも600円の
助成券を月数に応じて交付。利用期限
は来年３月31日㈰【問】障がい福祉課☎
613-8346【広報ＩＤ】1004143

●家庭教育学級・社会教育学級
　の活動を支援
　家庭や地域の課題について学習する
市民団体に講師の紹介や講師派遣費用
の一部を補助します。【対象】定期的に
学習活動を行っている10人以上の団体
【申し込み】社会教育学級（地域団体な
ど）は随時受け付け、家庭教育学級（Ｐ
ＴＡ団体）は５月15日㈫必着▶説明会
【日時・場所】社会教育学級は４月24日
㈫に河南公民館（松尾町）、家庭教育学
級は５月８日㈫に渋民公民館（渋民字鶴
塚）。いずれも10時～11時半【問】中央公
民館☎654-5366【広報ＩＤ】1022290

●飲用水の水質を検査
　井戸水など飲用水の水質検査を行っ
ています。検査は基本的な11項目の「簡
易検査」と塩素消毒した水に適した23
項目の「一般検査」の２種類。検査のた
めの専用容器は生活衛生課で事前に貸
し出すので、表の受付日に水を採取し、
同課に持参してください。【費用】簡易検
査8470円、一般検査２万6610円【問】
同課☎603-8310【広報ＩＤ】1019002

●浄化槽設置への補助
　し尿と生活排水を併せて処理する浄
化槽を設置する場合、経費の一部を補
助します。希望する人は、４月23日㈪か
ら27日㈮までに登録が必要。応募多数
の場合は抽選。詳しくはお問い合わせ
ください。【対象区域】公共下水道事業
と農業集落排水事業の対象にならない

区域【問】給排水課☎623-1426

●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。【申込期間】４月10日㈫13時～26日
㈭23時【公売方法・期間】▶入札：５月
８日㈫13時～15日㈫13時▶せり売り：５
月８日㈫13時～10日㈭23時【問】納税
課☎613-8466【広報ＩＤ】1010803

●資源集団回収をやってみよう
　資源集団回収は、資源の正しい分け
方や出し方を確認する機会になり、子
どもの環境教育や地域内のコミュニケ
ーションの場になります。実施団体には、
資源の売り払い金と市からの報奨金が
支払われます。回収団体は事前に市へ
の登録が必要。詳しくは資源循環推進
課☎626-3733へお問い合わせくださ
い。【広報ＩＤ】1022283

●ファミリーサポートセンター
　有償ボランティア説明会
　育児の援助を受けたい人と援助した
い人が会員になり、地域の人同士で子育
てを支援する「ファミリーサポートセンタ
ー」の活動紹介や有償ボランティアに関
する説明会を開催します。【日時】５月15
日㈫・26日㈯、10時～12時※どちらも
内容は同じ【場所】市総合福祉センター
（若園町）【申し込み】４月６日㈮９時か
ら同センター☎625-5810で電話受け付
け【広報ＩＤ】1022181

●春の交通安全・地域安全運動
　４月６日㈮から15日㈰まで、春の全国
交通安全運動と地域安全運動が行われ
ます。【問】くらしの安全課☎603-8008▲

交通安全運動：10日㈫は「交通事故死
ゼロを目指す日」。子どもと高齢者の安全
な通行と高齢運転者の交通事故防止、自
転車の安全利用、飲酒運転の根絶、全座
席のシートベルトとチャイルドシートの正し
い着用を心掛け、尊い命を守りましょう

▲

地域安全運動：特殊詐欺被害の防止や
子どもと女性の安全確保、鍵かけ励行を
重点とした運動です。防犯意識を高め、安
全で安心な地域の実現を目指しましょう

【広報ＩＤ】1018920

●平成29年新収蔵資料展
【日時】４月21日㈯～７月８日㈰、９時～17時
【場所】先人記念館（本宮字蛇屋敷）【内
容】昨年中に寄贈や購入により収蔵した資
料677点を紹介【費用】入館料が必要【問】
同館☎659-3338【広報ＩＤ】1022346

●子どもが真ん中の復興へ　
　つながる岩手全国キャラバン
【日時】４月21日㈯13時～17時【場所】
市勤労福祉会館（紺屋町）【内容】子
どもの貧困対策に取り組む県内の団体
によるパネルディスカッションなど【定
員】先着150人【費用】無料【申し込み】
あすのばホームページ内の申し込みフ
ォームで受け付け【問】あすのば☎03-
6277-8199【広報ＩＤ】1022300

●盛岡弁で語る昔話
【日時】４月21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

みず

穂
ほ

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

●科学談話会
【日時】４月26日㈭18時半～20時【場
所】市立図書館（高松一）【内容】岩手
医大の前沢千

ち

早
はや

教授が「がん免疫療法
四
よ

方
も

山
やま

話」と題して講演【費用】無料。
当日、会場へどうぞ【問】同館☎661-
4343【広報ＩＤ】1022169

●岩手県障がい者スポーツ大会
【日時】６月２日㈯９時～15時【場所】県営
運動公園（みたけ一）ほか【内容】フライン
グディスクやアーチェリー、ボウリングなど
【対象】障がいがある13歳以上【費用】無
料【申込期限】４月18日㈬17時。申し込み
方法など詳しくは県障がい者スポーツ協
会☎637-5055へお問い合わせください

●縄文ふれあいＤ
デ ー

ＡＹ
【日時】毎月第２土曜、10時～11時半
と13時～14時半【場所】遺跡の学び館
（本宮字荒屋）【内容】ブレスレットや
古代風ストラップ、古代のお守りネック
レスの制作や拓本の体験【費用】各100
円※入館料別途【問】同館☎635-6600
【広報ＩＤ】1009440

●市立総合プールの利用制限
　市立総合プール（本宮五）は、４月17

　もりけんに挑戦（27年度３級問題）44（正解は14ページに掲載）
　盛岡弁で「オショス」とは、どういう意味ですか。
　①恥ずかしい　②かわいい　③せわしない　④冷たい

●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】４月10日
㈫・12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】４月11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

●リハビリ無料相談会
【日時】４月13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

●補聴器無料相談会
【日時・場所】４月18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

●成年後見無料相談
【日時】４月19日㈭・26日㈭、13時半～
16時【場所】成年後見センターもりおか
（大通一、岩手教育会館内）【申し込み】
同センター☎626-6112で電話受け付け

●花と緑の相談
【日時】毎週火曜（11月～２月は毎月第
２火曜）、10時～15時【場所】市役所本
館１階の市民ホール【内容】草花や庭
木などについての疑問を専門家に相談
【問】公園みどり課☎639-9057

●健康相談「まちの保健室」
【日時】毎月主に第１金曜、10時半～12
時半【場所】ゆぴあす（上田字小鳥沢）
【内容】生活習慣病などについて、看護
職に相談【問】ゆぴあす☎662-1414

●人権相談
【日時・場所】月曜～金曜の８時半～
17時15分は盛岡地方法務局（盛岡駅西
通一）、毎月第２火曜の10時～15時はカ
ワトク（菜園一）、毎月第２水曜の10時
～15時は玉山総合福祉センター（渋民
字泉田）、毎月第２金曜の正午～15時

月日 接骨院名 電話番号
４/１ 小山田接骨院（東松園二）663-2574
４/８ ひかり整骨院（高松二） 663-7515
４/15小笠原整骨院（好摩字上山）682-0106
４/22あきもと接骨院（北飯岡二）681-3186
4/29 村上整骨院（青山一） 645-2313

【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

お知らせ

（♠）は幼児～小学生が対象の催しです。
■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎えほんのへや（♠）
【日時】４月５日㈭15時半～16時
◎かみしばいのへや（♠）
【日時】４月12日㈭15時半～16時
◎おはなしころころ
【日時・対象】４月13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】４月14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】４月11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
■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
【日時】４月11日㈬10時半～11時

【対象】幼児
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
◎ふたばおはなし会
【日時・対象】４月11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
■松園地区公民館(東松園二☎661-8111)
◎あそびの広場
【日時】４月10日㈫10時～12時
【対象】未就学児まで
◎春のお楽しみ映画会
【日時】４月25日㈬15時～16時
【内容】「北風と太陽」など３本
【対象】小学生と保護者など

表　水質検査受付日
月 簡易検査 一般検査
４月 16日・23日 16日
５月 14日・21日 21日
６月 11日・18日 18日
７月 ９日・30日 30日
８月 20日・27日 20日
９月 ３日・10日 10日

※４月１日㈰の休日救急当番医・薬局は３月15日号に掲載しました

催　し

相　談 図　書

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

４/８
㈰

内
大通胃腸科内科 大通一丁目３-４ 652-1825
内科クリニックすずき 北松園二丁目15-４ 662-2888
渋民中央病院 渋民字大前田53-２ 683-2336

外 わたなべおしりのクリニック 本宮五丁目１-３ 658-1003
小 川久保病院 津志田26-30-１ 635-1305
歯 木のまち歯科医院 材木町２-26近三ビル３階 626-4618

薬

グリーン薬局 前九年二丁目２-38 645-3324
サンタウン調剤薬局 北松園二丁目13-１ 662-0576
ひだまり薬局 本宮五丁目１-１ 658-1313
オーロラ薬局 南仙北三丁目２-30 635-1233

４/15
㈰

内 遠山病院 下ノ橋町６-14 651-2111
水沼内科循環器クリニック 中央通二丁目11-12明治中央通ビル１階 604-8002

外 吉野整形外科麻酔科医院 上太田金財93-２ 658-1130
小 中村こどもクリニック 上厨川字杉原50-47 648-7711
歯 夕顔瀬歯科医院 材木町11-17 652-0806

薬

下ノ橋薬局 下ノ橋町７-31 604-0234
さくら薬局本町店 本町通一丁目11-17 654-7077
ドラッグコスモス 上太田金財92-１ 656-2255
ミルキー薬局 上厨川字杉原50-48 646-0369
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（13ページに掲載）の答え

①恥ずかしい

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
スポレク祭の取材では初見の２
種目に興奮。平昌オリンピック
のカーリングを思わせる絶妙な
投球の度に、シャッターボタン
を押すのを忘れてしまうくらい
見入ってしまいました（阿部）

ています。

8

▼

パソコンやスマホからどうぞ

p y jp

▼

パソコンやスマホ どからどうぞぞ

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！

広　告

試合で笑顔の大輪咲く
ニュースポーツで楽しく交流
第22回盛岡市スポーツ・レクリエーション祭（市スポー

ツ推進委員協議会と市主催）が３月３日、盛岡体育館（上
田三）で開かれました。参加者同士の交流を深め、生涯ス
ポーツを広めることが目的のイベント。ニュースポーツ２
種目に、164人が参加しました。初めて参加する人も多い
中、僅差で勝敗を分ける場面では歓声が上がるほど夢中に
なっていました。村山政

まさ

恵
え

さん（69）＝大新町＝は「室内
競技なので、天候を気にせず楽しみながら足腰を鍛えるこ
とができる。何より、対戦相手とも仲良くなれるのがこれ
らの競技の魅力」と笑顔を見せました。 試合の後は、相手チームと笑顔で交流

▲ディスクを押し出し、得点盤上の
得点を競う競技「シャフルボード」

▲球を転がし、目標球までの近さを競
う競技「インドア・ローンボウルズ」

追悼と復興の誓いを込めた灯
ひ

東日本大震災７周年行事（盛岡広域首長懇談会主催）が
３月11日に開かれました。県公会堂（内丸）で行われた
追悼式には約300人が参加し、地震発生時刻の14時46分
に合わせ黙とう。盛岡城跡公園（内丸）などで行われた
「祈りの灯

ともし

火
び

2018～あなたに届けたい～」では、市内の
ほか全国で作られた約１万個の灯籠に火がともされると、
静かな祈りに包まれました。会場を訪れた高

たか

屋
や

敷
し き

真
ま

琴
こ と

さん
（39）＝西見前18＝は「少しでも応援できればと全ての
被災地を訪れた。子どもたちと『これからも行こうね』と
約束しています」と被災地に心を寄せました。

ひ
鎮魂の祈りをささげる

黙とうする追悼式参加者
た
の

ん
の
と

祈りの灯火の会場には約2300人
が訪れました

毎

ttpp

広


