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盛岡の民俗芸能
念仏剣舞の魅力
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（同保存会所蔵）。
その他は各念仏剣舞保存
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念仏剣舞は、どの団体も後継者不足で悩んでいます。伝統を
紡ぐには、若い力が必要。では、魅力はどんなところ？ 実際
に取り組んでいる人に聞きました。

地域の絆に
感謝！

仏を供養し、浄土を求める気持ち
の強い念仏剣舞といわれています。
踊りは、大笠振りが中心となります。
華やかな大笠が念仏に合わせてゆっ
くり回る様を見て、人々は極楽浄土
を目の当たりにする思いだったので
しょう。

釘ノ平念仏剣舞では、踊り手の元気
の良さと反閇の力強い躍動感を見てほ
しいですね。踊り終わる頃には足がガ
クガク震えるほど一生懸命です。今は
踊り手が小学６年から高校3年生まで
の5人だけで、正直続けていくのは厳
しい。でも、この子たちが「やりた
い」と言ってくれる限り、続けていき
たいと思います。念仏剣舞は私１人で
はできません。踊り手やお囃子（はや
し）など、参加してくれる地域の皆さ
んとの絆に感謝です。

だいがさ

く ぎ の たいら

釘ノ平念仏剣舞保存会
なかしましず か
中島静香さん

阿修羅踊りともいわれます。邪気
を払うといわれる「反閇」という地面
を強く踏みしめる所作を行い、刀を
使うことで悪霊を鎮める色合いが濃
いことから、戦いの士気を高めるため
や戦いで滅ぼされた死者の魂を慰め
るために踊られたといわれています。

永井の大念仏剣舞

わが校では、手代森念仏剣舞や法領
田獅子踊りなど、学区内４地区の郷土
芸能7種類を郷土芸能発表会で地域に
披露しています。地域の人も郷土芸能
を伝えていくことを喜んでくれますし、
何より郷土を愛する気持ちが育まれた
り、ふるさとの良さを再発見したりと
生徒たちのいい経験になっていると思
います。保存会の人に丁寧に教えても
らううちに楽しさに目覚め、保存会に
加入して続ける生徒もいます。地域と
一体になれる貴重な取り組みなのでこ
れからも続けていきたいです。

郷土愛が
育まれます

へんばい

揺らして音を奏でる木
製打楽器。同保存会のも
のには、数十枚の札状の
板1枚1枚に「南 無 阿 弥 陀
仏」と書かれている

▼

永井の大念仏剣舞は、笛や太鼓など総勢二十数人で踊り
ます。不定期で庭元の家や寺で奉納演舞をしています。演
目は次のとおりで全部で30~50分の構成です。
みちゆき
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４ 笠振り
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大笠だけの舞。永井の大笠は約20㌔㌘
あり、約3分間の舞はかなり大変！
4 笠振り

まわ

なかいり

３ 中入
6 礼踊り
座敷に上がり、仏壇前で回向を歌い、
踊り手が2列に並び、家主や観客に
終わったら庭に出る。仏壇がない場合
向かって踊る。最後は一礼し、踊りは
やステージ公演では省く。
終了。

まつ

神楽は、神を祀る
時に奏する舞楽。盛
岡で多いのは山の信
仰に関わってきた山
伏神楽で、獅子頭を
ご神体と考え「権現
様」と呼んで大切に
してきました。
ぶ がく

やま

ぶし

し

し がしら

ごんげん

◆田植え踊り

5 廻り胴
※１ 団体の代表格。全体をまとめる役
※２ 褒め歌。死者の成仏を祈る意味
もある

市内
分布図
米の豊作を祈る踊
り。狂言なども取り
込んだ複合的な芸能
です。ヒョットコの
面を付けた道化役の
一八と太鼓を打つ胴
前が、掛け合いをし
ながら米作りの作業
を展開して見せます。
いっぱち

● ●
▼
◆

●

もりおか郷土芸能フェスティバル

【日時】8月26日㈰13時~15時半
【場所】ホットライン
サ カ ナ チョウ（ 肴 町
アーケード街）
【費用】無料
【 出 演 団 体 】 釘ノ平
念仏剣舞保存会や大宮
神楽保存会など6団体

【日時】①9月23日㈰10時~16時②2月
24日㈰10時~16時
【場所】①キャラホール（永井24）②市民
文化ホール大ホール（盛岡駅西通二）
【費用】前売り800円・当日1000円（中
学生以下無料）【出演団体】①永井大念
仏剣舞保存会や上鹿妻念仏剣舞保存会など
11団体②釘ノ平念仏剣舞保存会など12団体

■獅子（鹿）踊り
し

獅子や鹿をかたど
った頭をかぶり、供
養や五穀豊穣の祈り
を込めて踊ります。
頭を振るなど激しい
動きが多く、雌のシ
シを巡って雄同士が
争う場面が見どころ
です。
かしら

ほ う じょう

▼

★念仏剣舞
▲都南太鼓

青少年郷土芸能フェスティバル
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毎年、各団体が日頃の練習の成果を披露する郷土芸能フェステ
ィバルが開催されています。多くの民俗芸能を一度に見ることが
できる機会です。ぜひ会場へどうぞ

市無形民俗文化財保存連絡協議会
顧問 藤沢清美さん
きよ み

■

▼さんさ踊り

郷土芸能を次世代へ－
先人が紡いできたその土地ならではの郷土芸能。
絶やさずに次世代に繋げたいものです。一度飛び
込んでみれば、その魅力に取りつかれるかもしれ
ません。念仏剣舞の各団体の連絡先を知りたいと
きは、歴史文化課へ気軽にお問い合わせください。
念仏剣舞保存会一覧

ひとにわ

そう

広報もりおか 30．8．1

あ

洗練されていく
ところが魅力

ぶつ

５ 廻り胴
2人または4人組になり、太鼓の周
2 入羽／中羽／引羽
りを廻りながら打つ。運動量が多く苦
全22曲の中から、各演目で１曲ずつ計
しい演目だが、舞い手の動作がそろう
3曲を輪になって踊る。これを一庭という。 ことで美しさと迫力が増す。
いり は

む

表

盛岡の民俗芸能
２

な

乙部中学校
ひで き
校長 田口秀樹さん

大念仏剣舞は大笠振りの迫力と厳粛
さ、高舘剣舞は勇ましさが魅力です。
宗教色が強いと思われがちですが、根
っこにあるのは人々の祈りや願い。昔
は、踊りを奉納することで心が救われ
たのでしょう。また、娯楽の一面もあり
ます。踊りで鬱積（うっせき）を発散さ
せ、働くエネルギーを得たのでは。他
の民俗芸能にも言えますが、年月を経
て、踊りはどんどん洗練されてきてい
ます。伝統を受け継ぎつつ、その時代
ならではの息吹も入る。こんなに面白
いものはないですよ。

地域
川又
新庄字銭掛
上鹿妻
手代森
永井
簗川

団体名
釘ノ平念仏剣舞保存会
銭掛剣舞保存会
上鹿妻念仏剣舞保存会
手代森念仏剣舞保存会
永井大念仏剣舞保存会
簗川高舘剣舞保存会
高江柄念仏剣舞保存会
大ケ生高舘剣舞保存会

大ケ生

伝統さんさ踊り競演会
８月に開催してい
る盛岡さんさ踊りは、
踊りやすいよう作ら
れた「統一さんさ」。
母体となったのは、
「伝統さんさ」と呼
ばれる各地域で受け
継がれてきた個性豊
かな踊りです。

地域によって踊り方が異
なる伝統さんさならでは
の技を、ぜひその目で！
8月1日㈬～4日㈯、
13時～16時
①盛岡駅滝の広場
（盛岡駅東口）②市民文
化ホール大ホール（盛岡
駅西通二）
①無料②1日券500円、
4日セット1000円
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９月１日号の特集テーマは「ごみを減らしてふるさとを未来へつなぐ」です。

歩きながら太鼓を打つ。屋敷に招か
れた場合、太夫※１は回向※2を歌いな
がら、門や灯籠、庭を褒める。これは
招かれたことに対する礼儀。

他にもあります！

●神楽

過去の演舞（上）と
踊り手に指導する
中島さん（右）

高舘剣舞

9
0
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寛政年間（1789年～1801
年 ）に 、現 在 の 庭 元（ 地
主）の祖先が南日詰（現在
の紫波町）から家督を継ぐ
養子として来た時に巻物と
ともにこの踊りを持ってき
たのが始まりとされ、永井
地区で代々踊り継がれてい
ます。３階建ての仏塔を乗
せた大笠は阿弥陀堂を表
しています。念仏を唱えな
がら華やかに踊る様子は中
世に流行した「風流踊り」
の特色を残しており、芸能
史でも価値が高いことから、
昭和55年1月28日に国指定
重要無形民俗文化財に指定
されました。

練習風景などの取材
写真を市公式ホーム
ページで公開中！

つむ

大念仏剣舞

6
3
9

国指定重要無形民俗文化財

紡

ねん ぶつ けん ばい

念仏剣舞は、先祖や亡くなった人の供養、悪霊をはらう
ための踊りです。約800年前の鎌倉時代に全国に広まった
踊り念仏が、芸能の色合いを強めながらも、伝統を守りつ
つ踊り継がれてきました。岩手には北上市の鬼剣舞などさ
まざまありますが、盛岡で踊られてきたのは「大念仏剣
舞」と「高舘剣舞」の２種類で、現在8団体（3ページの表
のとおり）が活動しています。

盛岡にある民俗芸能をいくつ知っています
か？ 実は、盛岡さんさ踊りも民俗芸能の一
つ。知っているようで知らない民俗芸能の世界。
その中から、国指定重要無形民俗文化財に指定
されている団体もある念仏剣舞を紹介します。
【問】歴史文化課☎

念仏剣舞の魅力

盛岡 の民俗芸能

知

北上川・松川・簗川

八幡平市

洪水浸水想定区域を
新たに指定

巻堀小

北上川

近年、大型の台風や短時間の豪雨などにより、
洪水浸水被害が多発しています。そこで県は、河川
が氾濫した場合に浸水が想定される区域（洪水浸
水想定区域）を見直しました。これまでの「河川整
備の基本となる計画規模の降雨」から「想定し得
る最大規模の降雨」を前提とした洪水に対応した
ものへ変更。盛岡市域では、北上川（四十四田ダ
ムの上流）と松川、簗川の洪水浸水想定区域が地
図のとおり新たに指定されました。

好摩駅
松川

４

大雨や地震などの自然災害は、突然発生します。
私たちにできるのは、もしものときのために準備
をしておくこと。災害から自分自身や家族を守る
ために大切な情報をお知らせします。
【問】危機管理防災課☎６０３ ８-０３１

河南中

盛岡市

玉山総合事務所

北上川・松川

中野小

簗川

南大橋
４

簗川

北上川

106

簗川支所

一部の避難先が変わります

市内の避難先一覧については、防災マップ
や市公式ホームページから確認できます

洪水浸水想定区域の変更や施設の新設・移転などに伴い、一部
の指定緊急避難場所と指定避難所が表のとおり変更になりました。

変更があった避難先一覧

○
〇
○

☆住んでいる場所や災害の種類によって避難先が異なります

例えば、同じ町内であっても、最寄りの避難施設は、実際に住んでいる場
所によってそれぞれ異なります。また、図のように、洪水と地震とでは、避
難先が異なる場合があります。

図

洪水の時の避難先

避難施設 C

（洪水○地震×）

○

〇

私の自宅から一番近い避難
先は避難施設 B ね

自宅

地震の時の避難先

（洪水の時は危険）

避難施設 B

〇

〇

河川

（洪水×地震○）

地 震の時 の 避 難 先は避 難
施設 B でいいけど、洪水の
場 合は避 難 施 設 C が最寄
りの避難先になるのね
同じように、会社で災害に
遭った時の避難先も確認し
ておくと安心ね

ップの活用 方 法

①備える（同マップ２㌻）
家族の情報や連絡先、非常持ち出し品など
を記入しておきましょう。

③考える（同マップ４㌻～10㌻）
自宅や学校、職場など、自分がよく居る場所
の災害リスク（浸水の危険性
はないか、土砂災害区域では
ないかなど）を調べ、表に記入
しましょう。また、災害の種類
に応じた避難の方法を考えて
おきましょう。

②学ぶ（同マップ３㌻）
市が発信する避難情報や避難場所・避難所
の種類、情報
の入手方法な
どを知ってお
きましょう。

※洪水時の避難行動ガイド
避難のタイミングは、河川の水位で判断す
ることが有効です。避難開始となる水位の目
安などを表に
記入しておき
ましょう

シェイクアウト

防災意識を高めて地震に備えるため、市全域で一斉にする防災
訓練「シェイクアウト」を実施します。（協力：日本シェイクアウト提
唱会議）
【広報ＩＤ】1001123

訓練前は…
事前の参加登録をお願いします。また、防災マップや市公式ホー
ムページなどで、災害時に取るべき行動を学習しておきましょう。
▶市公式ホームページから参加登録：「盛岡市
シェイクアウト」応募フォームから登録してく
ださい。携帯電話・スマートフォンは右のコー
ドから登録できます
▶郵送・ファクスによる参加登録：本庁舎別館５階の同課や各支
所・出張所などに備え付けの参加登録票に必要事項を記入し、
〠 020-8530（住所不要）危機管理防災課まで郵送またはファ
クス 622-6211 でお送りください。８月 30 日㈭必着

訓練当日は…
安全確保行動：11 時に「震度６弱の地震発生」の想定の下、
ラヂオもりおか（FM76.9MHz）での放送や、いわてモバイル
メール（市災害情報）によるメール配信で訓練開始をお知らせし
ます。約１分間、地震発生時に身を守る３つの安全確保行動を
実践しましょう
③揺れが収ま
るまでじっ
とする

広報もりおか 30．８．
１

○
○

指定避難所：災害によって自宅に住めな
くなった場合や、家に戻れなくなった
人が一時的に滞在するための施設

8/31㈮
11時～

②机の下など
にもぐって
頭を守る

新たに指定
みたけ老人福祉センター（みたけ三）
○
○
見前南地区公民館（西見前13）
○
洪水指定の廃止
舟田地区介護予防センター（下田字牡丹野）
○
○
○
※洪水時は舟田2地区コミュニティセンター（下田字陣場）
巻堀児童館（巻堀字巻堀）
○
〇
〇
※洪水時は巻堀小学校（巻堀字巻堀）
巻堀地区コミュニティセンター（巻堀字巻堀）
〇
○
※洪水時は巻堀小学校
避難先を体育館から校舎の２階へ変更階に変更
巻堀小学校校舎２階（巻堀字巻堀）
○
〇
〇
※大規模火災時は屋外運動場
廃止
外山小学校跡（薮川字外山）※新しい避難先は薮川地区公民館
移転に伴う住所変更と火事指定の追加
薮川地区公民館（薮川字外山27-7）
〇
〇

指定緊急避難場所：差し迫っ
た危険から逃れるための場所。
災害の種類ごとに指定します

新しい防災マップを活
用し、我が家の防災計
画を立てましょう！

参加しよう！

①姿勢を低く
する

災害種別ごとの
指定
指定緊急避難場所
避難
洪水 土砂 地震 火事 火山 所

防 災マ

▼

渋民中

渋民駅

施設・場所名

4

災害に対する知識を正しく理解
し、正確に・安全に避難するため
の手引きとなる「盛岡市防災マッ
プ」を発行しました。盛岡地域版
と玉山地域版があり、８月上旬か
ら市内の全世帯に配布します。ま
た、各地域で「防災マップ使い方説
明会」を開催します。詳しい日程
や場 所などは、
地 域ごとにお
知らせします。

市町村の境界

396

表

８月上旬から配布します！

浸水が想定される区域

新しく発行する防災マップに、
より詳しい地図を掲載してい
ます。必ず確認しましょう！

！

好摩小

新しい
防災マップ

プラスワン訓練：安全確保行動に引き続き、各自で自宅や各施
設周辺の避難場所・危険箇所の確認や、備蓄品の再点検などの
訓練を「プラスワン」しましょう（例：避難訓練や安否確認訓練、
家具の転倒防止、応急救護訓練など）

▼

災害に備える

岩手町

訓練後は…
市公式ホームページ上でアンケートに
協力をお願いします。8 月 31 日㈮から
9 月 14 日㈮まで受け付けます。

昨年は市内の5万4398人、
303団体が参加！

9/1㈯
9時～12時

総合防災訓練

大規模な地震災害を想定した総合防災訓練を実施します。 当日
は、住民と消防や自衛隊などの防災関係機関が一緒になって、い
ざというときに役立つさまざまな訓練を実施します。日頃の備えの
ためにも、ぜひご参加ください。【広報ＩＤ】1023972
【場所・主な訓練内容】
①城北小
（みたけ三）
：地震体験やヘリコプター
による救急搬送、土のう作り体験、給水車に
よる給水（できるだけ水筒や空のペットボトル
をご持参ください）などの訓練
②県営スケート場駐車場（みたけ三）
：倒壊し
昨年の
た建物からの救出や災害救助犬による捜索、
土のう作り体験の様子
負傷者の救出などの訓練
③県営武道館（みたけ三）
：放水で火災の延焼を防ぐ訓練
※いずれの会場も駐車場がありませんので、徒歩や公共交通機関
などでお越しください
■緊急速報メールの配信
総合防災訓練の一環として、大規模な災害発生時の情報伝達訓
練を実施します。当日の８時にスマートフォンや携帯電話に「緊急
速報メール」を送信します。

市長コラム
大雨による洪水などの災害が全国各地で頻発しています。
これまで災害が少ない地域が、思いもよらない被害を受け
ています。川のまち・盛岡もひとごとではありません。東日
本大震災や平成25年8月の繫・猪去地区などの土砂災害、9
月の玉山地域での洪水害を忘れずに、備えていただきたい
と思います。私の自宅も洪水浸水の想定区域内
に入っていますので、防災マップを参考に、あら
ためて備蓄品や家族との連絡方法
などを確認します。備えあれば
憂いなし。新しい防災マップを、
家庭や地域で活用し、災害時に
も落ち着いて行動できるよう、普段
から準備していただきたいと思います。
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イベント情報

日時

会場

申し込み

定員、対象

問い合わせ

広報ID

電話：記載されている申込開始日時から先着順に受け付け
はがき/往復はがき：①催し名②住所③名前④年齢⑤性別⑥電話
番号を記入し、申込期限必着で郵送。定員を超えた場合は抽選

申し込みが必要な
イベントについて

費用
託児

※特に記載がない場合、費用は無料

キャラホール・都南公民館
〠020-0834 永井24-10-1
☎637-6611

■キャラホール ピアノ開放DAY
大ホールのスタインウェイのフルコン
サートピアノ「D-274」を開放。
8月9日㈭・10日㈮は10時～21
時、11日㈯は10時～17時
中学生以下は保護者同伴
1時間1000円※連続利用は2時間
まで。個人の利用に限る
詳しくはお問合せください
1023932
■先人講座
国分謙吉についての講話と企画展の
見学。詳しくはお問い合せください。
こくぶんけんきち

もりおか女性センター
〠020-0871 中ノ橋通一丁目1-10
☎604-3303

■ネットショップ開店準備講座
㈱ホップスの工藤昌代代表取締役を
講師に、ネットショップ立ち上げの基
礎知識を学ぶ。
9月1日㈯・2日㈰、全2回、10時～
15時
20人※女性
1000円
5人※6カ月～未就学児、1人につ
き800円、要予約
電話：8月6日㈪10時から芽でる
ネット☎624-3583
1016339
まさ よ

盛岡体育館

〠020-0066 上田三丁目17-60
☎652-8855

表1のとおり教室を開催。

松園地区公民館

〠020-0106 東松園二丁目5-3
☎661-8111

■工芸（陶芸）教室
自分が作りたい食器などの陶芸作品
を作る。
8月24日・31日、金曜、全2回、10
時～12時
20人
500円（材料費別途）
往復はがき：8月15日㈬必着
1023502
■松園いきいき教室
悪徳商法や生活習慣病の対処法など
を学ぶ。
8月28日・９月4日・11日、火曜、
全3回、10時～11時40分
30人※60歳以上
電話：8月

表1 盛岡体育館の教室（申し込みは8月6日㈪9時から、
★は7日㈫10時から、
電話で受け付け)
講座名
日時
定員（費用）など
すわってエクササイズ教室 8/27～12/10、月曜、全10回
20人（7200円）
13時～14時
ピラティス教室
各20人※①18歳以上（高
8/27～10/22、月曜、全5回 校生除く）②16歳以上
①朝コース
①10時～11時②19時～20時
②夜コース
（各3600円）

①8/29～10/10、水曜
各15人※女性
アロマでリラックスヨガ教室★ 全6回、19時～20時
②8/30～11/1、木曜
（①4320円、②5760円）
全8回、13時15分～14時15分
8/30～11/1、木曜、全8回 15人※女性
楽々エアロビクス教室★
14時半～15時半
（5760円）
9/4～10/16、火曜、全6回
15人※高校生以上
ヨガ教室
19時～20時
（4320円）
9/4～10/23、火曜、全6回
20人※18歳以上の初心者
バドミントン教室
19時～21時
（6480円）
9/5～10/17、水曜、全6回
15人※18歳以上
ルーシーダットン教室
10時半～12時
（4320円）
9/6～10/11、木曜
20人※高校生以上
パワーヨガ教室
19時～20時
（4320円）
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1023517

見前南地区公民館
〠020-0833 西見前13-50
☎601-6735

■紙細工～ペーパークラフト～
来年の干支のイノシシなどを題材に立
てて飾ることができるカードを作る。
8月23日㈭・9月6日㈭、全2回、
10時～12時
15人※55歳以上
1500円
電話：8月4日㈯14時から
1023824
■復興支援と防災講座
実体験に基づいた震災の講話やラグ
ビーワールドカップの会場となる釜石
鵜住居復興スタジアムの見学など。
9月8日㈯・18日㈫13時～14時半、
12日㈬8時半～17時半、全3回
大槌町や釜石市など※同館に集
合し、バスで移動
23人
4900円
電話・窓口：8月7日㈫10時から
1023825
え

と

うのすま い

渋民公民館

〠028-4132 渋民字鶴塚55
☎683-2354

■焼山登山
後生掛温泉から山頂に向かう。
9月8日㈯6時～17時半
焼山（秋田県鹿角市）※同館に集
合し、バスで移動
20人※18歳～75歳（高校生を除く)
840円
往復はがき：8月24日㈮必着
1023808
ご しょがけ

か づの

姫神ホール

〠028-4132 渋民字鶴塚55
☎683-3526

■民謡講座
民謡の基礎知識を学ぶ。
9月5日～10月3日、水曜、全5回、
13時半～15時半
20人
2000円
電話・窓口：8月17日㈮9時～31日
㈮17時まで
1023938

もりおか町家物語館
〠020-0827 鉈屋町10-8
☎654-2911

■中央アジアからの声が岩手に響く～ユー
ラシアンオペラプロジェクト・イン・盛岡～
ロシア連邦トゥバ共和国の歌手サイ
ンホ・ナムチラクさんとコントラバス
の河 崎 純 さん、ダンスの三浦宏 予 さ
か わ さ き じゅん

ひろ よ

んによるパフォーマンス。
10月4日㈭19時半～21時
80人
前売り2500円、当日
3000円※8月6日㈪から各プレイガ
イドで発売
1023762

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸1-50
☎681-2100

■企画展「衣装と意匠～武家のよそおい～」
南部家ゆかりの衣装を展示。武家の衣
装を通して、
日本らしさの一端を紹介。
9月24日㈪まで、9時～19時
展示室入場料が必要
1023730
▶ギャラリートーク
8月12日㈰は17時～17時半、8月
19日㈰と9月23日㈰は13時半～14時
各30人
展示室入場料が必要
■昭和の遊び体験
ヨーヨー釣りやコマ回し、リム転がし
など懐かしい遊びを体験。
8月12日㈰10時～15時
1019055
■笑顔の似顔絵プレゼント
似顔絵ユニット「さがかが」さんが、
似顔絵を描きプレゼント。
8月12日㈰10時～16時
20人※当日9時半から整理券を
配布
1020949
■墨流しであそぼう
水に浮かべた墨を紙に写して遊ぶ。
8月12日㈰、11時～12時と13時
半～14時半
各100円
1023731
■れきぶんナイトミュージアム
「歴文館おしゃべり鑑賞会」
参加者全員で自由に会話をしながら、
展示資料を鑑賞する。
8月12日㈰19時～20時半
1023732
■盛岡弁で語る昔話
ナレーターの小野寺瑞穂さんなどが、
盛岡弁で昔話や伝説などを語る。
8月18日㈯14時～14時半
50人
展示室入場料が必要
1019825
みず ほ

水球エキシビションマッチin盛岡

家族介護者リフレッシュ講演会

水球男子のカナダ代表と日本代表に
よる国際親善試合。来場者にはホス
トタウングッズをプレゼント。
8月5日㈰14時～15時半
市立総合プール（本宮五）
1023078

「がんばりすぎずにしれっと認知症
介護」と題し、介護をしながら、介護
に関する作家活動をしている工藤広
伸さんによる講演。
8月31日㈮13時半～15時半
市総合福祉センター（若園町)
50人※認知症の人や要介護１以上の
高齢者、重度の障がい者を自宅で介護す
る家族
詳しくはお問い合せください

スポーツツーリズム推進室 ☎603-8009

環境学習講座
夏の姫神山に登ってみよう！
環境企画課

☎626-3754

一本杉コースから姫神山に登る。下
山後はユートランド姫神で入浴。
8月25日㈯9時～16時
集合場所はお問い合せください
20人
126円（別途入浴料が必要）
電話：8月3日㈮10時から
1023537

盛岡市社会福祉協議会

☎651-1000

ひろ

のぶ

100キロ歩いてまた海を見よう！

盛岡世代にかける橋内「100キロ歩いて
海を見よう！」実行委員会 ☎623-2030

盛岡から浄土ケ浜（宮古市）
までの100
㌔を3日間かけて歩く。申し込み方法な
ど、詳しくはお問い合わせください。
10月6日㈯～8日㈪
65人※小学5年生～高校生
1万円
1007365

盛岡文士劇チケッ
ト先行販売 【問】盛岡劇場☎622-2258
12月に開催される盛岡文士劇のチケットを先行販売します。
なお、一般発売は10月4日㈭からです。
①12月1日㈯17時半～②2日㈰
13時～③2日㈰17時半～
盛岡劇場（松尾町）
3000円（全席指定）
※３公演とも各100枚
※振込手数料・郵送料は別途
往復はがきに郵便番号と住所、
名前、フリガナ、電話番号、希望公

演番号（①～③）、希望枚数（２枚
まで）を記入し、〠020-0873松
尾町3-1、盛岡劇場内「文士劇公
演実行委員会事務局」へ。９月7日
㈮必着。販売枚数を超えた場合は
抽選※往復はがきは１人につき１
通のみ。記載事項に不備があった
場合は無効

第一部：現代物「恋はバッババー
ン」
（落語「堪忍袋」より）。フリー
アナウンサーの畑中美耶子さんや
県内各局のアナウンサーらが出演

第二部：
「口上」
第三部：時代物「柳は萌ゆる」。作
家の井沢元彦さんや内館牧子さん
ら、市内外で活躍する文士が出演

み

広

や

こ

もとひこ

まき こ

第13回全国高校生短歌大会
（短歌甲子園2018）を開催

【問】観光交流課内
同大会実行委員会
☎613-8391

北は北海道から南は福岡県まで、
予選を勝ち抜いた全国の21
校の高校生歌人たちが、石川啄木ゆかりの地・盛岡を舞台に、短
歌を詠み競い合います。特別審査員は、歌人の小島ゆかりさん。入
場無料です。高校生の短歌による熱い戦いを、
ぜひご覧ください。
▶開会式など：8月17日㈮15時～15時半▶個人・団体戦：18
日㈯10時～15時▶個人・団体戦決勝：19日㈰10時～14時半
17日は姫神ホール（渋民字鶴塚)、18日・19日は盛岡劇場
（松尾町)

市職員を募集
市は31年度採用の職員を募集し
ます。募集する職種や人数、受験資
格は表2のとおりです。
試験日：9月16日㈰
厨川中（青山二）または市役所
（内丸）※受験票と一緒に通知
受験案内と申込用紙は、8月1日
㈬から同課や各支所などに備え付け

いのちとは
激動するもの
吠えるもの
喜ぶために 生
まれてきたの

■こどもエンゲキ体験・はじめの一歩！
夏組～テレビを見ていたら…～
子どもたちが6日間のワークショップ
で作ったオリジナルの芝居発表会。
8月5日㈰15時～15時45分
1023550
■もりげき祭演劇フェスティバル
「石館さんちのお孫さん」
劇団コトナコナタプロデュースによる公演。
8月11日㈯14時～15時20分と19
時～20時20分、12日㈰14時～15時
20分
前売り：高校生以下500円、一般
1000円、当日：高校生以下800円、
一般1300円
1023926
■舞台美術・照明体験講座
～みんなで作る装置と明かり～
9月1日㈯・2日㈰、全2回、
10時～16
時半※どちらかのみの受講も可能
各10人※高校生以上
500円※1日のみの受講も同額
電話・窓口：8月4日㈯10時から
1023931

6日㈪9時から

ファクス：左記①～⑥と⑦ファクス番号を記入し、ファクスで申
し込み。申込開始日時から先着順に受け付け。
※定員があって特に記載がないものは、当日先着順に受け付け

【問】職員課☎626-7505
【広報ＩＤ】1012039

ます。郵送で請求するときは、返信先
を記入し、
120円分の切手（速達の場
合は400円切手）を貼った返信用角
２封筒を同封し、
「受験案内請求」と
明記の上、8月15日㈬までに〠0208530（住所不要）市役所職員課へ送
付してください。郵送は8月21日㈫消
印有効。持参は同日17時半まで

表2

募集する職種や受験資格など
職種
区分
人数
受験資格
平成5年4月2日～平成13年4月1日生まれ。
ただし、短大卒以上の学歴を有する人（平成31
高校卒
程度
年3月31日までに卒業見込みも含む）およびこれ
一般事務職
数人 と同等の資格を有する人を除く
平成3年4月2日～平成11年4月1日生まれ。
短大卒
ただし、大学卒または平成31年3月31日までに大
程度
学卒業見込みの人を除く
高校卒
程度
土木技術職

数人
短大卒
程度

平成3年4月2日～平成13年4月1日生まれ。
ただし、短大卒以上の学歴を有する人（平成31
年3月31日までに卒業見込みも含む）およびこれ
と同等の資格を有する人を除く
平成元年4月2日～平成11年4月1日生まれで、短
大卒およびこれと同等の資格を有する人。
ただし、大学卒または平成31年3月31日までに大
学卒業見込みの人を除く

栄養士

1人

平成元年4月2日以降生まれ

作業療法士

1人

昭和56年4月2日以降生まれ

障がい者を対象にし
た一般事務職

数人 平成元年4月2日～平成13年4月1日生まれ

告

遺跡の学び館

〠020-0866 本宮字荒屋13-1
☎635-6600

■体験学習会「考古学者になってみよう！
遺跡発掘体験」
大館町遺跡（大館町）で発掘体験。
9月2日㈰13時半～15時半
15組※小学生以上。小学生は保護
者同伴
1人28円
電話：8月7日㈫10時から
1009440
広報もりおか 30．８．
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昨年の団体戦優勝校の一首

〠020-0873 松尾町3-1
☎622-2258

9月13日・20日、木曜、全2回、10
時～12時
往復はがき：8月30日㈭必着
1023715

▼

盛岡劇場

▼ ▼

マークの
見方

問い合わせ

費用

もり

申し込み

対象、定員

もり

場所

広報ID

んに挑
け

戦！

もりおかインフォ

日時

戦！

マークの
見方

んに挑
け

29年度3級問題❹（正解は12ページに掲載）
盛岡三大麺の1つ「冷麺」を盛岡で初めて出した店はどこですか。
①食道園 ②髭 ③もりしげ ④ぴょんぴょん舎

※特に記載がない場合、費用は無料

募 集
まち・ひと・しごと創生総合戦略
推進会議の委員
都市戦略室

☎613-8370

市の人口対策に係る意見や提言など
をする委員を1人募集します。任期は
9月28日㈮から2年間（予定）です。
①平成10年4月2日以前生まれ②
平成30年4月1日時点で、市の他の
審議会などの委員を務めていない③
平日の日中に開催する会議（年３回
程度）に出席できる④地方の活性化
に関心を持ち、市の総合戦略にさま
ざまな角度から意見や提言ができる
ーの全てに該当する人
同室や市役 所窓口案内所、各支
所・出張所などに備え付け、または市
公式ホームページからダウンロードし
た用紙に必要事項を記入し、〠0208530（住所不要）都市戦略室へ郵送
または持参。8月22日㈬必着。持参
は同日17時半まで
1023914

盛岡ブランド表彰候補者の推薦
都市戦略室 ☎613-8370

同ブランドの推進に貢献し、功績が
顕著な人や団体を表彰する「もりおか
暮らし物語賞」候補者の推薦を受け
付けます。
同室に備え付け、または市公式ホ
ームページからダウンロードした用
紙に必要事項を記入し、〠020-8530
（住所不要）都市戦略室へ郵送また
は持参。8月31日㈮必着。持参は同日
17時まで
1009730

つどいの森公式キャラクター

市都南自治振興公社 ☎637-0876
メール tudoi@cc.wakwak.com

メールでも受け付けます。受け付け期
間は8月11日㈯～9月10日㈪。郵送
は9月10日必着
1023747

盛岡秋祭り山車の参加者

盛岡観光コンベンション協会
☎621-8800

9月14日㈮から16日㈰まで開催され
る祭りの参加者①山車の引き手②小
太鼓打ち③音頭上げ・笛を募集しま
す。なお、はんてんと食事は用意しま
すが、その他の祭り装束は各自で用
意してください。
①200人。小学3年生以下は保護
者同伴※希望する日のみの参加も可
②35人※3日間参加できる小学4～6
年生③各20人※3日間参加できる中
学生以上②③は9月に開催する、10
回程度の練習会に参加が必要
1人3000円※小学生未満は500
円。ただし、食事はつきません
往復はがき：住所と名前、性別、年
齢（学校名・学年）、電話番号、参加
区分（引き手は参加できる日）を記入
し、〠020-0871中ノ橋通一丁目1-10
観光コンベンション協会山車係へ郵
送。②③は8月15日㈬必着。①は8月
31日㈮必着。※はがき1枚につき1人
まで。定員を超えた場合は抽選

盛岡舟っこ流しの参加者

同協賛会の佐藤さん ☎070-5621-6210

8月16日㈭に開催される、盛岡の無
形民俗文化財である舟っこ流しの参
加者を募集します。
高校生以上で泳げる人
はがき：住所と名前、性別、勤務
先（学校名・学年）、電話番号を記入
し、〠020-0863南仙北三丁目7-15
佐藤修さん宛てへ郵送。8月8日㈬必
着。※はがき1枚につき2人まで

つどいの森の公式キャラクターを募
集します。9月23日㈰のつどいの森
感謝祭で審査結果を発表。採用され
た人には賞金などを差し上げます。
はがき・メール：住所と名前、性別、
年齢、勤務先または学校名、電話番
小規模修繕契約登録の受け付け
号、リスをモチーフにしたキャラクタ
契約検査課 ☎626-7516
ー案（愛称は決定後に再度募集）、簡
市が発注する同契約に参加を希望す
単な説明を記入し、〠020-0842湯
る人の申請を受け付けます。
沢1-1-41都南自治振興公社へ郵送。
8月20日㈪～9月5日㈬、9時～12

お知らせ

広
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時と13時～16時※土・日曜を除く
市内に主たる事業所がある法人
か個人※市競争入札参加者名簿に登
録している場合は申請できません
同課に備え付け、または市公式ホ
ームページからダウンロードした申
請書に必要事項を記入し、同課に直
接提出
1020587

戦没者追悼サイレン
総務課 ☎626-7513

戦没者の冥福を祈り、市役所屋上と
玉山地域の防災無線で追悼サイレン
を鳴らします。
▶広島の原爆投下：8月6日㈪8時15分
▶長崎の原爆投下：8月9日㈭11時2分
▶終戦記念日：8月15日㈬12時

認知症サポーター養成講座
長寿社会課 ☎613-8144

認 知 症についての基 礎 知 識などを
学びます。受講者にはオレンジリング
（認知症サポーターの証し）を配布
します。当日、直接会場へどうぞ。
8月24日㈮10時～11時半
ふれあい覆馬場プラザ（青山二）
1023746

夏季休業中の学校閉庁日
学務教職員課 ☎639-9044

は、週休日などの各学校の連絡体制
に従ってください。その他の人は、同
課へお問い合わせください。

児童扶養手当の更新

子ども青少年課 ☎613-8354

同手当を受けている人は8月に更新
手続きが必要です。送付した案内に
従って手続きしてください。
1002494

障がい者関係諸手当の更新
障がい福祉課 ☎613-8346

特別 障害者手当・特別児童 扶養 手
当・障害児福祉手当の更新手続きが
できる日時と場所は次のとおりです。
送付する案内に記載されている書類
と印鑑を持参してください。
8月1日㈬～31日㈮は障がい福
祉課（内丸）、8月6日㈪～9日㈭は
玉山総合事務所健康福祉課（渋民字
泉田）、8月8日㈬～10日㈮は都南総
支所（津志田14）※時間はいずれも9
時～17時（土・日曜を除く）
詳しくは、市公式ホームページを
ご覧ください
1004087

施設の利用制限

教職員の「働き方改革」の取り組み
の一環として、8月13日㈪～15日㈬は
学校に職員が不在で、教育活動や業
務を行わない「学校閉庁日」とします。
期間中、緊急で連絡が必要な保護者

①市立総合プール ☎634-0450
②みちのくコカ・コーラボトリング☎601-5001
③市総合アリーナ ☎658-1212

帰省者向けUターンセミナー
相談会

指定管理者の説明会と
聞き取り審査を公開

8月12日㈰・13日㈪、①10時～17
時：地元・盛岡へ戻っての仕事や暮ら
しについて相談②11時～12時：岩手
移住計画・高橋和 氣さんによる「盛
岡暮らしの楽しさ・地元にある仕事
の今」と題したミニ講座③14時～15
時：トークセッション。盛岡の暮らし
を豊かにする遊び場の紹介
ポ
ノ
ブ ッ ク ス
タイムス
pono books & times（大通三）
各20人
電話・市公式ホームページ：8月10
日㈮17時まで
1023915

30年度に指定管理者を指定する施
設の説明会などを公開します。傍聴
を希望する場合は各担当課にお問い
合わせください。
①公募により指定管理者を指定する
施設についての説明会：表１
②公募によらず特定の団体を指定す
る施設の聞き取り審査：表２
①申請を予定している団体など②
傍聴を希望する人※先着順とし、人
数に達した場合は締め切ることがあ
ります
1011448

かずき

表１

指定管理者申請予定者説明会の日程
日時・場所
施設名（所在地）

日時

表2 指定管理者聞き取り審査会の日程
開催日・場所
施設名（所在地）
8/7㈫
都南分庁舎2階 志波城古代公園（上鹿妻五兵エ新田）
教育委員会室
8/7㈫
内丸分庁舎
401会議室

①8/7㈫・9日㈭
17 時半～ 20 時
夜間納付相談
②毎週木曜
17時15分～19時
空き家の
㈬
処分・不動産 8/8
10 時～ 15 時
無料相談

全日本不動産協会県本部
（八幡町）

同県本部
☎625-5900
成年後見セン
ターもりおか
☎626-6112

成年後見相談

8/8㈬・22㈬
13時半～16時

岩手教育会館4階
（大通一）

リハビリ
相談会

8/10㈮
10 時～ 12 時

市立身体障害者福祉センター 同センター
（若園町）
☎625-1151

8/22㈬
①10時～11時半
②13時半～15時

①市立地域福祉センター
（手代森14）
②市立身体障害者福祉センター
（若園町）

補聴器相談

市総合アリーナ（本宮五）
市立総合プール（本宮五）
市都南中央公園プール（永井24）
市アイスリンク（本宮五）

8/8㈬
舟田地区介護予防センター（下田字牡丹野）
玉山総合事務
所301会議室 芋田向地区介護予防センター（好摩字上山）

①8月1日㈬～12日㈰、20日㈪～25
日㈯②8月10日㈮～12日㈰、21日㈫
③8月20日㈪～23日㈭は、利用でき
ません。

場所
問い合わせ
①納税課（市役所別館２階）
と健康保健課（同１階）
納税課
②玉山総合事務所税務住民課 ☎613-8462
（渋民字泉田）

担当課

身体障害者福祉センター（若園町） 障がい福祉課☎613-8296
8/20㈪10時～
本庁舎本館807会議室 地域福祉センター（手代森14）
長寿社会課☎603-8003

各種相談
内容

資産経営課 ☎603-8007

都市戦略室 ☎613-8370

8/10㈮
本庁舎本館
806会議室

地域福祉セン
ター
☎696-5640
※要事前申込
広

担当課
歴史文化課
☎639-9067

開催日・場所
施設名（所在地）
8/21㈫
仙北地区活動センター（仙北二）
本庁舎別館
中野地区活動センター（東安庭字小森）
403会議室
みたけ地区活動センター（みたけ四）
太田地区活動センター（中太田深持）
土淵地区活動センター（前潟四）
つなぎ地区活動センター（繫字堂ケ沢）
8/21㈫
西厨川老人福祉センター（北天昌寺町）
本庁舎別館
杜陵老人福祉センター（南大通一）
403会議室
青山地区活動センター・青山老人福祉センター
（青山三）
乙部老人福祉センター・乙部運動広場（乙部28）
庄ケ畑地区振興センター（上米内字道ノ下）
大葛地区振興センター（浅岸字下大葛）
8/21㈫
銭掛地区振興センター（新庄字銭掛）
肴町分庁舎
簗川地区振興センター（簗川５）
４階会議室
上米内地区振興センター（上米内字中居）
砂子沢生活改善センター（砂子沢10）
古川墓園（下田字古河川原）
葛巻飲料水供給施設（玉山馬場字田茂内）
8/23㈭
中日戸飲料水供給施設（日戸字日影）
玉山総合事務 大神飲料水供給施設（玉山馬場字葛巻）
所301会議室 町村飲料水供給施設（薮川字町村）
岩洞飲料水供給施設（薮川字外山）
大沼飲料水供給施設（薮川字日向）
8/28㈫
本庁舎本館
806会議室

休日救急当番医・薬局
※往診はできません
日 区分

スポーツ推進課
☎603-8006
健康福祉課
☎683-3869

厨川地区活動センター・厨川児童センター・厨川
老人福祉センター（前九年三）
松園地区活動センター・松園児童センター・松園
老人福祉センター（西松園二）
長寿社会課
加賀野地区活動センター・加賀野児童センター・
☎603-8003
加賀野老人福祉センター（加賀野四）
本宮地区活動センター・本宮児童センター・本宮
老人福祉センター（本宮四）
津志田児童センター（津志田中央二）
永井児童センター（永井18）
北厨川児童センター・北厨川老人福祉センター
（厨川一）
川目児童センター・川目老人福祉センター（東山一）
仁王児童センター・仁王老人福祉センター（名須川町）
山王児童センター・山王老人福祉センター（山王町）
山岸児童センター・山岸老人福祉センター（下米内一）
上田児童センター・上田老人福祉センター（上田四）
子育てあんしん課
大慈寺児童センター・大慈寺老人福祉センター
☎613-8347
（茶畑二）
下太田児童センター・下太田老人福祉センター
（下太田榊）
緑が丘児童センター・緑が丘老人福祉センター
（緑が丘三）
桜城児童センター・桜城老人福祉センター（大通三）
見前児童センター・世代交流センター（西見前13）
上米内児童センター・上米内老人福祉センター
（桜台二）

しらたき工房（川目15）
ひまわり学園（前九年三）

8/5
㈰

8/11
㈯

8/12
㈰

担当課
市民協働推進課
☎626-7500
市民協働推進課
☎626-7500
長寿社会課
☎603-8003

農政課
☎626-7540

税務住民課
☎683-3805

障がい福祉課
☎613-8296

内科
外科・整形外科
小児科
歯科
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。

名称
所在地
たけ循環器内科クリニック 北飯岡一丁目2-70
中島内科クリニック
月が丘二丁目8-30
向中野クリニック
向中野五丁目29-1
小林小児科クリニック
三本柳11-12-4
いとう歯科医院
東山一丁目19-21
本宮センター薬局
北飯岡一丁目2-71
スタイル薬局
青山三丁目6-2
調剤薬局ツルハドラッグ盛岡向中野店 向中野五丁目29-38
ワカバ薬局都南店
三本柳11-12-1
大通三丁目9-3菱和開運
開運橋消化器内科クリニック メディカルビル2階
あべ内科・消化器科クリニック 長橋町17-45
栃内病院
肴町2-28
みうら小児科
中野一丁目16-10
なごみ矯正・デンタルクリニック 前潟四丁目7-1イオンモール盛岡1階
銀河薬局開運橋店
大通三丁目9-3
ナガハシ薬局
長橋町17-40
中津川薬局
肴町8-5
なかのユニオン薬局
中野一丁目21-1
かつら内科クリニック
本宮字小板小瀬13-2
児島内科小児科医院
みたけ三丁目11-36
八角病院
好摩字夏間木70-190
ヒロバランスクリニック
松園二丁目37-10
森田小児科医院
緑が丘四丁目1-50アスティ緑が丘1階
伊保内歯科クリニック
菜園二丁目2-23石川ビル2階
クローバー薬局
本宮小坂小瀬13-3
けい副薬局
みたけ三丁目11-36
マリーン薬局
松園二丁目37-8
調剤薬局アスティこうの
緑が丘四丁目1-50

電話番号

656-5855
646-1903
613-2227
638-0404
626-5252
656-5867
646-5757
656-5260
637-6011
613-3336
605-5311
623-1316
622-9591
645-7530
601-5562
648-8227
604-2300
652-6587
658-1223
641-3310
682-0201
664-6037
662-3326
652-9543
656-2011
613-2107
664-0566
662-2877
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【行き】17時～19時：中央卸売市場→盛岡赤十字
病院前、岩手飯岡駅→盛岡赤十字病院前
【帰り】20時20分～21時半：盛岡赤十字病院前→
岩手飯岡駅→中央卸売市場
【片道料金】小学生以下150円、中学生以上300円

■臨時バス

【行き】盛岡駅前→盛岡赤十字病院前の路線バスを
16時～17時45分に随時運行（途中下車は不可）
【帰り】盛岡赤十字病院前→盛岡駅前の路線バスを
20時半～21時20分に随時運行
【片道料金】小学生以下210円、中学生以上420円

定期連載コーナー

VOL.2

Let's enjoy Let's sports!!
スポーツで盛岡を元気に！

19：05
19：50

※荒天時は、屋台出店と花火のみを12日㈰17時～
20時半に延期。その他のイベントは中止

今月の
テーマ

約 632 万トン に上ります。

1日に1人当たり茶碗1杯のご飯を捨てていることに…

クイズ！

まさひろ

か

めぐるちゃんからの挑戦状

古武道

し ょ しょう りゅう

む

へ ん りゅう

おか

川遊び

●

広

10

告
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キッズチアダンス

見切り品や未開封の納豆パックなどが含まれていたよ。（同課調べ）

いーはとーぶスキー学舎

※市内29店舗が加盟中。
詳しくはこちら！⇒

フ ェ

「morino café」
盛岡の「農畜産物×料理人チーム」のプロ
ジェクトで生まれたメニューや商品の売り
場として市が展開し、各イベントに出店して
いるmorino caféを紹介します。
【問】農政課☎626-2270

Ａ②約13㌫

自然スポーツ塾

ゆ き の ぶ

広

告

そ う じゅつ

morino caféのデビューは、昨年のいしがきミ
ュージックフェスティバル。もりおか短角牛のロー
ストビーフを挟んだ「プレミアム福田パン」や、盛
岡の果樹園で採れた果物を使った絞り立てジュース
などを販売。いずれも買い求める人の行列ができる
など盛況でした。６月の東北絆まつりでは、市内の
りんご農家とパティシエが創作したシュークリーム
や、農家自らが開発したネクターやリンゴ酢などの
６次産業化商品が売
られ、県内外から来
場した多くの人たち
でにぎわいました。
今後は、9月のい
しがきミュージッ
クフェスティバルと たくさんの人でにぎわうmorino café

10月の農業まつりに出店予定。新しいメニューも
続々と開発中なので、お楽しみに！ また、仙台市
周辺や大阪市、福岡市で開かれる各イベントへも出
店を予定しています。素材のままでも自慢できる盛
岡の農畜産物。その魅力を盛岡
の料理人チームがさらに引き出
したメニューで、市内外へ「お
いしい盛岡」を発信します！

生産者自ら商品の魅力をＰＲ

広告に関するお問い合わせはナチュラルコム（株）☎019-652-9190へどうぞ

広報もりおか 30．8．
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もりおか短角牛カレーを煮込む
よしのり
番屋ながさわ（菜園二）の長澤義則オーナー

スポーツ吹矢

と

南部行信公の時に伝えられました。槍術から発生したこの流派は、戦いの
時に槍の先が折れても戦えるよう、棒などを使うのが特徴です。現在、保
存会の会員は約15人で、9歳から81歳までの幅広い年代の人たちが、古
武道の奥義や礼法を受け継ぐため、日々稽古に励んでいます。

アグリ
チャンネル
カ

藩へ伝えられました。その技は、実戦のあらゆる場合を想定したものであ
り非常に激しく、また、藩外への伝授が禁止されていたことから、当時は
「御留め武術」と呼ばれていました。無辺流「棒術」は、５代盛岡藩主・
お

もりおか食ブランドセレクトショップ
ノ

江戸時代に武士が修練すべきものとして盛んに行われた古武道は、盛岡
藩でも60以上の流派があったといわれています。しかし、明治維新後に
そのほとんどが衰退。その中で、今日まで継承されてきたのがこの2つの
流派です。諸賞流「和」の流派は、７代盛岡藩主・南部利幹公の時に盛岡
と し も と

ぼ う じゅつ

VOL.3

リ

は、ありがたいと思っています。
今は、高松地域で音楽祭や映画祭
などを企画運営する委員として活動
しています。高松公園などで開催す
るイベントで、参加者が笑顔になっ
てくれるととてもうれしいです。こ
れからも、地域に根ざしたイベント
を企画し、人と人との間に生まれる
笑顔の輪を広げていきたいですね。

次回は、藤村さんが紹介する人が登場します。

やわら

【問】歴史文化課☎639-9067

モ

ひろし

藤村洋さん（60）＝上田堤㆓＝

知識深まる文化財

■稽古の見学
新明館橋市道場（夕顔
瀬町）
南部藩古武道保存会の
高橋さん☎651-9902

農

本町通で生まれ育ちました。子ど
もの頃は中津川でカジカを捕った
り、いかだを作って浮かべたりして
遊んだのが思い出です。小学校の近
くにあるお好み焼きを売っている屋
台や駄菓子屋に、友達が自然と集ま
ってきて楽しかったなぁ。今はそう
いった場所がなくなってきているよ
うに感じます。今の小学生はどこに
集まってるんでしょうね。
社会人になって自転車で街中を通
勤するようになり、子どもの頃、何
の気なしに遊んでいた中津川沿い
が、盛岡の四季を感じられるいいと
ころだと改めて感じるようになりま
した。街中にいながらこれだけ自然
を感じる生活を送ることができるの

諸賞流「和」と無辺流「棒術」は、伝統的な武芸である古武道です。古
武道は、現代の柔道や剣道、弓道などのルーツと言われています。

諸賞流「和」
無辺流「棒術」

食

→外出先では…
■食欲がないときは小盛メニュー
を選択！ 安くなることも！
■食品ロス削減に取り組む「もっ
たいない・いわて☆食べ切り協
力店」を利用

＝中野二＝

和

どうすれば減らせる？
→家では…
■基本は
「使い切る！ 食べ切る！」
■買い物前に冷蔵庫をチェック
■賞味期限はおいしく食べられる
期限。過ぎたらすぐに食べられ
なくなるわけではないので、見
た目や臭いで判断を！

ふう ま

盛岡の
文化財

もり

Ｑ市内で排出される生ごみのうち、食品ロスと
なっている割合はどのくらいかな？
①約４㌫ ②約13㌫ ③約42㌫

「食品ロスを減らす
こと＝ゴミが減る」
だけでなく、余分な
食品を買わなくなる
ため、財布にも優し
くなるんです！

まさのり

日野真徳さん（44）・楓真くん（6）

vol.62

10秒で知る文化財

(市指定無形文化財)

答えは一番
下にあるよ

いーはとーぶスポーツクラブ

VOL.4

食品ロスって何？
日本では年間

はる

村中春香さん（25）・正広さん（26）

【問】資源循環推進課
☎626-3733

どうやって減らす？「食品ロス」

まだ食べられるのに捨てられてしまう食品のこと。
きる教室が自慢。大人も楽しめる
スポーツ吹矢も人気です！ まず
は無料体験から参加してみません
か？ 教室の詳細やイベントなど
詳しくは、同クラブ☎622-1110
へお問い合せください。

に♥

※花火打ち上げ前後は車の渋滞が予想されます。
無料シャトルバスをご利用ください

３Ｒマイスターへの道

こ

新婚旅行でハワイ

渋民駅と会場間の無料
シャトルバスを14時半
～21時10分に随時運行

ごみの減量と再利用について、役立つ情報をお知らせ！

わ

＝向中野四＝

＝滝沢市＝

■シャトルバス

さ

じ

棒術

市は総合型地域スポーツクラブの活動を支援しています。シリーズ
第2回は「ＮＰＯ法人いーはとーぶスポーツクラブ」を紹介します。
【問】スポーツ推進課☎603-8013

18：00

こう

藤村浩司さん（43）・佐和子さん（40）
しゅん た
隼汰くん（10）・しおりちゃん（6）

コテージ
に
泊まりた
い！

会場入り口などで15時半から販売します。
入場料のみ：中学生以上400円
指定席/イス席（パイプイス）つき：1600円

イベント
大型遊具（ふわふわ）受け付け・
屋台出店
お遊戯（渋民保育園・好摩保育所）
盛岡四高音楽部による合唱
丸太切り大会
焼きそば早食い大会
フラダンス（カロアナ フラ）
愛宕火防太鼓
県立大ダブルダッチサークルによ
る演技
玉山音頭・さんさ踊り・盆踊り
花火打ち上げ（約4000発）

な！
きたい
海に行

15：00
15：15
15：50
16：25
16：50
17：25

▲ ▲

①中央卸売市場（600台）
②キャラホール（350台）
③ジャムフレンド盛岡南店の道路沿いの一部
（250台※18時～21時半は交通規制あり）

同クラブは、スポーツの力でも
っと盛岡を元気にしようと設立さ
れたクラブです。陸上や体操を楽
しく教わることで体育の授業が好
きになる教室や、スキーや川遊び
など、自然の中でのびのび活動で

14：55

■シャトルバス

打ち上げ花火を実施する19
時～20時半の間は、都南大
橋・国道396号間の通行は
歩行者含め全面禁止

■無料駐車場 ※場所は地図のとおり

開始時間

■当日券

都南大橋

②
う かい
迂回路

■イベントスケジュール

in盛岡八幡宮

（７月13～16日）
で聞きました

もりおか今昔物語
自然豊かで
笑顔あふれる街に

を開催。小雨決行。荒天時は12日㈰に順延

396

北上川

都南総合 ふれあい
支所 ランド岩手
●
●

シャトルバス発着所

※17時50分～19時は乙部さんさ踊りなどのプレイベント

会場

岩手飯岡駅

駐車場と交通規制

③

N

17時50分～20時半（打ち上げは19時25分～）

盛岡赤十字
病院

地図

①

渋民運動公園（川崎字川崎）

都南大橋下流北上川西側河畔

【時間】18時～21時半
【区間】国道４号津志田交
差点～国道396号都南大橋
東たもと交差点、ふれあい
ランド岩手前通り

８/11㈯

もりおか
ＳＵＭＭＥＲ
ガーデン

バ
ー
ベ
キ
ューをし
たい！

車両の通行止め

取材

突撃

【問】玉山夏まつり実行委員会
（産業振興課内）
☎683-3852

夏は
今年の
たい？
何をし

８/11㈯

【問】盛岡花火の祭典実行委員会
（盛岡商工会議所都南支所内）
☎638-3399

玉山 夏 まつり

！
球観戦
プロ野
家族で

盛岡 花火 の祭典

the

男性も女性も
生きやすい社会に

もりおか人

びと

盛岡で輝いている人を紹介するコーナー「theもりおか人」。第3
回は、男女共同参画社会づくり功労者として内閣総理大臣表彰を受賞
けい こ
した、もりおか女性センター長の平賀圭子さんを紹介します。

６

23 24
・

コンバインドジャパン
カップ盛岡2018を開催

国内初となる、スポーツクライミング第１回コ
ンバインドジャパンカップ盛岡2018が、県営運
動公園（みたけ一）などで開かれました。伊藤
ふたばさん（盛岡中央高1年）をはじめ、国内の
トップ選手38人が参加。スピードとリード、ボル
ダリングの３種目が行われ、世界トップレベル
の技に、観客からは大きな声援が送られました。

もりけんに挑戦
（9ページに掲載）の答え
①食道園

12
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７

８

―

女性の地位に関するさまざまな経験と思いが、男女共同参
画に関わることになったきっかけです。私自身も、中学生の
時に、当時の担任から「女は代表になれない」と言われました。
「女だからダメ」という考えに納得できず、以来、
「女性の立
場」について真剣に考えるように。
子育て中に女性差別撤廃条約について学ぶ機会があり、こ
のモヤモヤした思いは、私だけが考え過ぎているわけではなく
世界共通の問題だと気付き、もっと学びたいと強く思い、勉強
を始めました。その後、東京都豊島区男女平等推進センターの
相談員となり、また、埼玉県男女共同参画推進センターの立ち
上げにも関わりました。一人暮らしの母が心配で盛岡に戻った
頃、NPO法人を立ち上げて男女共同参画を推進したいという
思いを持った人たちから声を掛けられ、平成17年にNPO参画
プランニング・いわての設立に携わり、18年からもりおか女性
センターの指定管理者として男女共同参画に関わってきました。
さまざまな理由でつらい思いをしている人が１歩でも前に
歩み出していけるよう、これからも同女性センターが核となり、
情報を発信し続けたいです。大切な古里・盛岡で、誰もが暮ら
しやすい社会づくりの力になれたらうれしいですね。

７

14
６

市立病院デーを開催

市立病院デーを同病院（本宮五）で開催し
ました。院内施設の公開や健康相談コーナー、
脳血管障害の治療に関する特別講演のほか、
ユニフォーム着用体験など子どもが楽しめる
イベントも。普段触ることのできない手術器
具などに実際に触れながら、医療への関心を
深めていました。

ゆかたコンテストを開催

ゆかたコンテストをホットライン肴町で開
催しました。参加者の華やかな浴衣姿に、観
客からは感嘆のため息も。ミスゆかたのまち
盛岡に選ばれた佐々木 杏 夏さん（写真右から
3番目）は、
「浴衣を着ると日本を肌で感じら
れてうれしい。もっと着こなせるようになりた
い。」と笑顔で話しました。

広報もりおかへのご意見をお待ちしています

編集後記

アンケート専用フォームから、特集や各記
事への意見をお寄せください。あなたの意
見が広報もりおかを育てます。

念仏剣舞は名前からして、静かな踊りかと勝手に思
っていました。実際は想像以上に激しい動き！ 一
生懸命に踊る姿は本当に素敵でした。（池内）

きょう か

地球環境に配慮し、
ベジタブルインキを
使用しています。

