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　新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に伴い、中止や延期、
縮小となる市主催などのイベントなどの情報は、市公式ホームペー
ジをご覧になるか、担当課または各施設へお問い合わせください。

目次　１～３ 特集　公共交通
４～５ 令和２年度芸術文化鑑賞事業など
６～７ イベント情報
８～11 もりおかインフォ・狂犬病予防

12 地域おこし協力隊コラム「もり探」・３R
マイスターへの道など

13 もりおか寸評・MORIOKA	WORK	STYLE
14 theもりおか人・写真deもりおか

2020（令和２）年　４月１日号　（No.1526）



　生活に無くてはならない公共交通を守る
ために、昨年11月に「地域公共交通網形成
計画」を策定しました。これに基づき、市は
交通事業者や地域の皆さんと連携して、誰
もが使いやすく未来まで使い続けられる公
共交通網の形成を目指し
ます。
　前潟地区への新駅の設
置や新・盛岡バスセン
ターの整備などの取
り組みを通し、ニー
ズに合った効率的
な交通網をつく
っていきます。

市長コラム

路線バスがない地域
は、小型バスや送迎
車で移動手段を確保市街地をまわる

循環型の交通

拠点の間を結ぶ
交通の充実

郊外へは鉄道・
バス・タクシー
を組み合わせて

地域交通の拠点交通の中心点

　盛岡駅などの交通の中心点のほかに、地域ごとの
交通拠点を設けて、複数の交通機関を組み合わせた
移動がしやすい公共交通網を形成します。

公共交通網の形成

　前潟地区に新駅を設置し、さらに利便性を高めます。ま
た、令和３年度中に新・盛岡バスセンターの開業を目指し
て整備を進めます。

新たな駅や新・バスセンターの整備
　バスの到着予定をお知らせするバスロケーションシス
テム（通称バスロケ）。新たなシステム更新を検討し、
より分かりやすく使いやすいバスロケを目指します。

「バスロケ」をさらに便利に

　バスの運賃を電子マネーカードで支払える新しいシステ
ムを、令和３年度をめどに一部のバス路線で導入する予定
です。ワンタッチでバスの乗り降りが簡単に。

交通系ICカードが利用開始
　バスの事業者ごとに異なる行き先表示を統一し、行き
先や経由地を分かりやすくします。また、ノンステップ
バス車両を増やすなどのバリアフリー化を進めます。

表示の工夫とバリアフリー化

　市や事業者は、より使いやすい公共交通を目指します。実施予定
の施策の中から、主なものを紹介します。３．公共交通の未来に向けて

自宅
中心市街地

エリアのバス停

市立病院
エリア内の乗り
降りもお得！

　市内に住む70歳以上の人を対象に、自宅近くのバス停から中
心市街地､中心市街地から市立病院、中心市街地エリア内を走る
バスにお得に乗れる、同パスを販売しています。販売価格など詳
しくは、市公式ホームページをご覧ください。
【販売時期】５月中旬から発売予定
【利用期間】６月１日㈪から11月30日㈪まで
【広報ID】 1001839

「まちなか・おでかけパス」で お・ト・ク

3500円

１割引・運転免許返納者割引
　運転免許を返納した人が「運転経歴証明書」を提示すると、料
金が１割引きになるサービスがあります。同証明書の交付につい
ては、免許センターや警察署へお問い合わせください。

・岩手医大定額タクシー
　盛岡地区タクシー協会に加盟するタクシー会社では、内丸メデ
ィカルセンター（内丸）と岩手医大附属病院（矢巾町）の区間を
片道3500円で運行しています。運賃が定額なので、安心して乗
車できます。乗車のときにタクシー乗務員にご確認ください。

タクシーで お・ト・ク

みずほ銀行
・青春館前または盛岡

バスセンター
盛岡駅IGR各駅

【指定区間】

　ＩＧＲいわて銀河鉄道では、列車と岩手県交通バスの乗り継ぎ
割引定期券を販売しています。１枚の定期券で列車もバスもお得
に乗れます。１カ月定期券ならプラス2000円で指定区間のバス
にも乗り放題！

ＩＧＲとバスの乗り継ぎで お・ト・ク

表 バス窓口の所在地など
窓口 所在地 営業時間 定休日

盛岡駅前
バス案内所

盛岡駅東口
バスターミナル
（盛岡駅前通）

平日：7時45分～18時
土曜：7時45分～15時
日曜・祝日：11時～15時

なし

プラザおでっ
て乗車券売場

プラザおでって
１階交流プラザ内
（中ノ橋通一）

９時10分～18時 毎月第２火曜日、
12/29～１/３

　どのバスに乗れば目的地に行けるか分からない、運賃がいくら
か知りたい―こんなときには、表の窓口をご利用ください。

調べても分からない！　困ったときは窓口へ

　市内のバス路線を地図にした「盛岡市バス路線マップ」。市内
全域のバス路線のほか、バスの乗り方や乗車券売場などの情報が
掲載されています。同マップはバス事業者の営業所や乗車券売り
場のほか、市役所本庁舎本館１階の窓口案内所と７階交通政策課
で配布しています。※数に限りがあります

「バス路線マップ」があります

　スマートフォンを使って、バス事業者のホームページからバス
の時刻や運賃を簡単に調べられます。
　また、G

グ ー グ ル

oogle検索では市内のバスや電車を組み合わせた乗り
継ぎ情報を調べられるサービスが始まっています。

◆これでばっちり！　バスの調べ方

スマートフォンで簡単検索

岩手県交通 岩手県北バス

今いる地図上から最寄りのバス
停を選んで検索できるので、バ
ス停が分からなくても簡単！

お得な割引は、このほか
にもたくさんあります！　
詳しくは、利用する事業者
にお問い合わせください。

　公共交通は運賃や路線が分かりにくく、使いづらいと思っていませ
んか？　事業者や市は、公共交通をもっと便利でお得にする取り組み
を進めています。現在利用できるうれしいサービスを紹介します。

２．知っていますか？　便利でお得な使い方

交通手段 所要時間 費用
１人あたりの

CO2排出量
（g-CO2/人㌔）

電車 約３分 150円 62.7

バス 約16分 240円 184.8

タクシー 約10分 1340円 452.1

自家用車 約10分
約46.2円

維持費込みだと
約2054円

452.1

※数字は目安です

交通手段ごとに比べてみました
～盛岡駅から仙北町駅まで（約３㌔㍍）移動する場合～

タクシーは費用が高いイ
メージがあるけど、自家用
車よりお得になることも！

環境のためにも、使える
時は電車やバスでCO2
排出量を抑えたいね。

　社会的な人口減少により、バス事業者は利用者減少による
収益の低下や運転士不足といった深刻な問題を抱えています。
そのため、バスの本数を増やすことは難しい状況ですが、実
際の利用状況に合わせて運行を調整するなど、利用者のニー
ズを満たせるように工夫しています。

　また、バスの運行時間は道路状況などに左右さ
れます。朝夕は特に時刻表通りの運行が難しいで
す。スマートフォンを活用してリアルタイムの

運行状況が確認できる仕組みを取り入れると
ともに、待ち時間を少しでも快適に過ごせる
よう、新しいバスセンターをはじめとした待
合所の環境整備に取り組んでいきます。

効率的で快適なバスを目指して

　これからの公共交通に必要なことは、事業者任せにせず市と地
域全体が当事者意識を持って、地域の実情に合わせた交通網を考
えていくことです。盛岡は、同規模の他都市と比べるとバスの本
数が多く、交通サービスが充実していますが、今後は路線バスの
運行を縮小せざるを得ない地域も出てきます。公共交通の問題は、

ひとごとではなく自分が住んでいる地域が抱えている問題
として向き合うことが大切です。
　北上市口内町では、交通が不便な地区の住民のために、自
治協議会を中心としたNPO法人が自家用車を運行して住民

を送迎しています。老若男女関係なく、一人一人がもっと
地域や公共交通に関心を持てば、事業者や市と共に地

域に合った交通を作ることができます。

公共交通にもっと関心を

どのバスに乗れば目的地
に行けるのか分からない

バス停にある時刻表や
路線図が見づらい

スマートフォンはあるけど
バスの調べ方は知らない

路線バスが時間通りに
来ないことが多い

子どもはバスが好きだ
から乗せてあげたいけ
ど、待つのが大変

利用者の声

１．公共交通の今
　もし、バスや電車がなくなったら―そう考えたことはありませ
んか。今、バスをはじめとした公共交通はさまざまな問題に直面し
ています。日常的に公共交通を利用している人の声と、公共交通に
携わる人に現状と課題を聞きました。

　毎日の生活に欠かすことができない公共交通。バ
スや電車、そしてタクシーもその一つです。いつま
でも公共交通で快適に移動できる未来を目指し、公
共交通の現状と、これからに向けた取り組みをお知
らせします。【問】交通政策課☎626-7519公公  共共  交交  通通

みんなで使って未来に引き継ぐ

岩手県立大総合政策学部
宇佐美　誠

せい

史
じ

准教授

岩手県交通㈱　
乗合自動車部　山下　剛

よし

毅
たか

次長

公共交通に関する住民説明会
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チャグチャグ馬コの乗り手を
募集

　6 月 13 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】観光課内、チャグチャグ馬コ保存会事務局
☎ 613-8391　【広報ＩＤ】1007967

４月下旬と５月中旬に 2 回
程度開催予定の練習会に参加
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  6000 円

■対象

はがきに住所、名前・ふりが
な、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）市役所観光課内、同保
存会事務局へ郵送。4 月 15
日㈬必着。応募多数の場合は
抽選

●申し込み方法

●子どもと保護者の衣装は同
　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

●当日、馬に乗って歩く箇所
　や距離は参加者により異な
　ります

●練習会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

ちびっこさんさを募集

　さんさ踊り当日のさんさ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」を募集します。

【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　【広報ＩＤ】1018881

太鼓 120 人、踊り 65 人、横笛
数人※小学生。踊りは 4・5 歳
児も参加できます

■人数と対象

■練習
６月上旬～ 7 月下旬の毎週火・
金曜、18 時半～ 20 時

参加料 6000 円と浴衣などの購
入費 1 万 2000 円程度

■費用

■練習場所
城南小（若園町）

●申し込み方法
往復はがきに住所と名前・ふり
がな、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、㈱丸久商店内「盛岡
ちびっこさんさ運営委員会」へ
郵送。はがき１枚に付き１人ま
で。５月 15 日㈮必着。定員を
超えた場合は抽選

プリヴェット・トリオ ふれあいコンサート 
７月４日㈯14時～　市民文化ホール・小ホール

ミスさんさ踊り・ミス太鼓
　   ミス横笛・うたっこ娘を募集

2020

　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と、ミス太鼓、ミス
横笛、うたっこ娘を募集します。今年の盛岡の夏を、鮮やかに熱く盛り上げませんか？
　

【問】盛岡商工会議所内、盛岡さんさ踊り実行
委員会事務局☎ 624-5880

【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
【広報ＩＤ】1007942

【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

盛岡商工会議所や市役所本庁舎別館７階の観光課な
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」へ郵送または持参。
応募用紙は、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。応募用紙の郵送を希望
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４月21日㈫17時必着。ミス太鼓・ミ
ス横笛・うたっこ娘は５月７日㈭17時必着

●申し込み方法

■ミスさんさ踊り（５人） ■ミス太鼓（50 人）・ミス横笛（10 人）
　うたっこ娘（数人）

　名実共に音楽シーンの最前線で活躍する中川英
え い

二
じ

郎
ろ う

と、トロン
ボーン界のトップに君臨し続けるジョゼフ・アレッシを中心に結成し
たトロンボーン･カルテット。２年
ぶりのジャパン･ツアーのテーマは
「T

ト ラ ベ ラ ー ズ

RAVELERS」。時代もジャンルも
超えた、想像力に満ちた魅惑の旅へ
お連れします！
【チケット】発売中。全席指定 一般
4500円、Ｕ-25チケット1500円

市民農園の利用者募集市民農園の利用者募集

【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
へ郵送。４月20日㈪必着です。申し込み
多数の場合は抽選。当選者へ各園主から直
接連絡します

　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体験をしませんか。

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） 60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
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） 20区画 36平方㍍ 〠020-0402 黒川５-21

峰崎友子さん

育てる喜びを
　　　　味わおう！ 【問】農政課☎626-7540

【広報ＩＤ】1008209

３軒茶屋婦人会「アユタヤの堕天使」
７月３日㈮19時～　盛岡劇場

【問】
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（盛岡駅西通二丁目９-１）
 ☎621-5100
盛岡劇場（松尾町３-１）
 ☎622-2258
キャラホール（永井24-10-１）
 ☎637-6611
姫神ホール（渋民字鶴塚55）
 ☎683-3526

●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

感動 時間
　盛岡市文化振興事業団が、令和２年度に開催する
コンサートや演劇公演、展覧会などを一部紹介します。
至福のひとときをどうぞお楽しみください。

　作曲家･舞台音楽家の宮川彬
あ き

良
ら

と、サクソフォン奏者の上
う え

野
の

耕
こ う

平
へ い

率
いる若手トッププレイヤーたちがお届けする2020年代の吹奏楽！　
全編、宮川彬良が作編曲したプログラムで、子どもから大人まで幅広
い層が楽しめるコンサートとトークをお楽しみください。
【チケット】発売中。全席指定 Ｓ席4500円、Ａ席3500円、Ｕ-25チ
ケット1500円

未来のためのミュージックギフトwith
宮川彬良×ぱんだウインドオーケストラ
６月14日㈰15時～　市民文化ホール・大ホール

S
ス ラ イ ド

LIDE M
モ ン ス タ ー ズ

ONSTERS “TRAVELERS”
６月30日㈫19時～　キャラホール

みうらじゅんフェス！マイブームの全貌展
７月11日㈯～８月30日㈰　市民文化ホール・展示ホール

　「マイブーム」「ゆるキャラ」などの名付け親であり、現在の「仏像
ブーム」をけん引するなどジャンルを超えて異彩を放つみうらじゅん。
膨大かつ深淵な創作活動から見えてくる「マイブーム」の起源と、同氏
の全貌に迫ります。
【チケット】4月10日㈮から発売。一般800円、小学生～高校生500
円（当日のみ発売）、ペア1500円
▶みうらじゅん＆いとうせいこうによるスライドショー
【日時】７月10日㈮19時～　【場所】同ホール・大ホール
【チケット】4月10日㈮から発売。全席指定 3800円、セット券4500
円（スライドショーと入場券。販売場所はお問い合せください）

姫神寄席「立川談春　独演会」
９月５日㈯14時～　姫神ホール

　古典落語を中心にしっかりと聴かせる落語会
として人気の姫神寄席。出演者は、今や押しも押
されもせぬ人気落語家で、独演会は常に満席、
完売御礼の立川談

だ ん

春
しゅん

です。デビュー35周年を迎
え、ますます脂が乗ったこだわりの古典落語は
必聴です。演目は「お神

み

酒
き

徳利」ほか。
【チケット】４月24日㈮から発売。全席指定 
一般4000円、Ｕ-25チケット2000円

　盛岡市出身の新進気鋭のテノール歌手・工藤和
か ず

真
ま

と、昨年「ドン・ジョ
バンニ」をタイトルロールとして全国公演したバリトン歌手のヴィタリ・
ユシュマノフ、ピアノ奏者の河

こ う

野
の

紘
ひ ろ

子
こ

の３人によるコンサート。
【チケット】４月９日㈭から発売。全席指定 一般2000円、Ｕ-25チケ
ット1000円

　３軒茶屋婦人会は、篠
さ さ

井
い

英
え い

介
す け

、深沢敦
あつし

、大谷亮
りょう

介
す け

によるプロデュー
スユニット。さまざまなアプローチで「女形」に挑んできた彼らの５年
ぶりの新作の舞台は、タイの古都アユタヤ。刑務所を改修したカフェ
で働く、日本人受刑者の女性３人がそれぞれ１エピソードを語る、女形
「千夜一夜物語」です。
【チケット】４月25日㈯から発売。全席指定 一般5000円、Ｕ-25チ
ケット2500円
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※特に記載がない場合、費用は無料

 日時　  会場　  定員、対象　  費用　  申し込み　
 問い合わせ　  広報ID　  託児　  会場までバス移動　

マークの
見方

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

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

申し込みが必要な
イベントについてイベント情報

 1030045

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１

☎643-2288

■じっくり学ぶパソコン教室
ワードの使い方を学びます。

 ４月15日㈬～17日㈮、全３回、９
時半～12時半

 16人　  2900円
 電話：４月７日㈫10時から
 1029579

■パソコン初心者教室
 ４月21日㈫～23日㈭、全３回、13

時～16時
 16人　  3150円
 ４月８日㈬10時から
 1029579

都南公民館
〠020-0834 永井24-10-１

☎637-6611

■笑顔をつなごう
　～三鉄で行く震災学習列車2020
北上川の氾濫を想定したワークショ
ップと三陸鉄道で被災地を巡る。

 ５月21日㈭9時半～12時と28日
㈭７時半～17時50分、全２回

 40人
 同館といわてT

ツ ナ ミ

SUNAMIメモリア
ル（陸前高田市）など

 2000円
 往復はがき：５月７日㈭必着
 1030081

市立図書館
〠020-0114 高松一丁目９-45

☎661-4343

■科学談話会
岩手大の馬

ま

渡
わたり

健
け ん

太
た

郎
ろ う

准教授による
「素粒子物理学入門～世界は何でで
きているのか？～」と題した講演。

 ４月16日㈭18時半～20時
 1029942

■児童文学を読む会
村中李

り

衣
え

作「あららのはたけ」（偕
か い

成
せ い

社）
 ４月22日㈬10時～12時
 1029916

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸１-50

☎681-2100

 展示室入場料が必要
 1023730

■企画展「漆戸茂樹没後150年 SHIGEKI
　～盛岡藩沿岸を測量した男～」
盛岡藩士の漆戸茂

し げ

樹
き

が制作した絵図

 12人※高校生を除く18歳以上
 2750円
 電話：４月４日㈯10時から
 1030095

松園テニスコート
〠020-0103 西松園三丁目19-４

☎662-8778

 電話：４月６日㈪９時～13日㈪16
時まで
■一般テニス教室

 ４月16日～５月21日、木曜、全６
回、13時～14時半

 ８人※高校生を除く18歳以上
 9000円　  1023412

■託児付き初級レディーステニス教室
 ４月16日～６月４日、木曜、全８

回、10時～11時半
 ８人※高校生を除く18歳以上の女性
 先着５人※就学前の子
 1万2000円　  1026157

都南体育館
〠020-0835 津志田14-19-１

☎637-2219

■初心者のためのテニス教室
 ５月12日～６月16日、火曜、全６

回、13時半～15時半
 10人※初心者・初級者　
 5000円
 電話：４月18日㈯９時から
 1025949

東中野運動広場
〠020-0817 東中野字立石８-11

☎652-8778

■１日テニス教室
①５歳～小学３年生コース②小学４
～６年生コース③一般コース

 ４月26日㈰、①９時15分～10時
45分②③11時～12時半

 ①②30人③16人
 窓口・電話：４月４日㈯～19日

㈰、10時～13時
 1025963

もりおか町家物語館
〠020-0827 鉈屋町10-８

☎654-2911

■弦楽器の学校
弦楽器（バイオリン・チェロ）に触れ、
演奏する初心者向け体験講座。バイ
オリンは無料で貸し出しもできます。

 ５月16日㈯14時～16時
 20人※初心者　
 高校生以下500円、一般1000円
 電話：４月６日㈪10時から

や関係資料などから、江戸時代末期
の藩士の生き方や盛岡藩の様子を紹
介します。

 ４月15日㈬～６月30日㈫
▶ギャラリートーク
学芸員が解説します。

 ４月26日㈰・６月21日㈰、13時半
～14時半　  20人

原敬記念館
〠020-0866 本宮四丁目38-25

☎636-1192

 入館料が必要　  1018920
■春の生家公開

 ４月18日㈯～５月６日㈬、９時～
16時
▶生家・庭園案内
生家の歴史や庭園を解説します。

 ５月３日㈰13時半～14時半
 20人

石川啄木記念館
〠028-4132 渋民字渋民９

☎683-2315

■小さな音楽会～オルガンの呼
い

吸
き

～
啄木が使ったオルガンを演奏します。

 ４月13日㈪14時～14時半
 1022472

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-１

☎635-6600

■縄文ふれあいＤ
デ ー

ＡＹ
古代のお守りネックレス・土

ど

玉
だ ま

彩
さ い

色
し き

（ブ
レスレット）作りや火おこし体験など。

 ４月11日㈯、10時～11時半と13
時～14時半

 各100円※火おこしは無料。別途
入館料が必要

ふれあい広場
障がい福祉課　☎613-8346

障がい者施設による食品や手芸品な
どの販売体験。

 ４月～６月のおおむね毎週木曜、
11時～13時

 市役所本庁舎本館1階エレベータ
ー前ホール　  1018352

盛岡町家　旧暦の雛祭り
盛岡まち並み塾　☎656-1603

江戸時代から現代までの段飾りや創
作びな、つるし飾りなどを楽しみま
せんか。会場内の車両通行規制など
詳しくは、市公式ホームページをご覧
ください。

 ４月11日㈯・12日㈰、10時～16時
 鉈屋町・大慈寺町

市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目9-1

☎621-5100

■パイプオルガン　
　プロムナードコンサート
姫路パルナソスホール（兵庫県姫路
市）オルガニストの長

な が

田
た

真
ま

実
み

さんが
出演します。

 ４月23日㈭12時20分～50分
 1030235

盛岡劇場・河南公民館
〠020-0873 松尾町３-１

☎622-2258

■もりげきサロン
　～手作りマスクを作ろう～

 ４月14日㈫13時半～15時
※21日㈫は通常通り開室します

 15人　
 500円
 電話・窓口：４月３日㈮10時から
 1030079

■もりげきライヴ
鈴木牧

ま き

子
こ

カルテットf
フ ィ ー チ ャ リ ン グ

eaturing牧原
正
ま さ

洋
ひ ろ

が出演します。
 ４月15日㈬19時～21時
 前売り1000円、当日1200円※小

学生以下無料
 1030227

■まちしり隊おとな組珈琲あ～と倶楽部
松尾町から歩いて盛岡の歴史や文化
に触れ、「輸入小物とc

コ ー ヒ ー

offeeパリシェ
（中ノ橋通二）」でコーヒーを楽しみ
ながら街の魅力を再発見します。

 4月23日㈭9時半～11時20分
 15人
 600円
 電話：4月９日㈭10時から
 1030080

盛岡体育館
〠020-0066 上田三丁目17-60

☎652-8855

■トレーニングカウンセリング
体組成の測定や自分に合ったトレー
ニングメニューの提案などをします。

 ４月15日㈬・24日㈮・27日㈪、14
時～16時※１人30分

 各４人※18歳以上
 各550円※トレーニングルームの

使用料別途
 電話：４月４日㈯10時から
 1025948

■エンジョイフィットネス教室
ボクシングの動きによる有酸素運動
と全身の筋力トレーニングをします。

 ４月24日～６月26日、金曜、全５
回、19時半～20時半

休日救急当番医・薬局
　※往診はできません

　  内科　  外科・整形外科
　  小児科　  歯科　  薬局

日 区分 名称 所在地 電話番号

４/５
㈰

船山内科クリニック 下ノ橋町４-15 606-0812
みやもと内科クリニック 上厨川字杉原101-４ 601-3810
向中野クリニック 向中野五丁目29-１ 613-2227
よしだクリニック 西仙北一丁目30-50 635-8341
むらかみ歯科医院 中央通二丁目７-11 651-7090
せせらぎ薬局 下ノ橋町６-８ 603-5505
ミルキー薬局 上厨川字杉原50-48 646-0369
調剤薬局ツルハドラッグ
盛岡向中野店 向中野五丁目29-38 656-5260

ひばり薬局 西仙北一丁目30-51 635-9797

４/12
㈰

小坂内科消化器科クリニック 永井19-258-１ 605-6050
三船内科 天昌寺９-10 646-2310
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
ヒロバランスクリニック 松園二丁目37-10 664-6037
西島こどもクリニック 上田一丁目19-11 651-1369
木のまち歯科医院 材木町２-26 近三ビル３階 626-4618
永井中央薬局 永井19-253-１ 605-7050
天昌寺薬局 天昌寺町３-27 646-7499
マリーン薬局 松園二丁目37-８ 664-0566
あおば薬局桜小路店 上田一丁目20-１ 656-1250

診療時間外に具合が悪くなったら
■症状が比較的軽い場合は、「初期救急医療機関」へ

名称 所在地・電話番号 受付時間 診療科目

市夜間急患
診療所

神明町３-29
（市保健所２階）

☎654-1080
19時～23時
※年中無休 内科・小児科

内丸メディカル
センター

内丸19-１
☎613-6111

17時～21時
※平日のみ 内科・外科

市立病院 本宮五丁目15-１
☎635-0101

平日 17時15分～23時 内科・外科★土・日曜、祝日 ８時半～23時
休日救急

当番医
下記の

休日救急当番医・
薬局のとおり

９時～17時　　　　
※歯科は15時まで　
※薬局は17時半まで

内科・外科
小児科・歯科

薬局
★ 内科医師のみとなる時があります。事前に市立病院へお問い合わせください

■入院が必要と思われる場合と初期救急医療機関が診療
　していない時間は、「２次救急医療機関」へ
▶受診の際は、医療費とは別
に定額負担料金が必要になる
場合があります。
▶各病院で、その日の当直診療
科が異なります。事前に各医療
機関に問い合わせるか、市医師
会のホームページをご覧ください。
▶症状が重く、入院が必要と思
われる子どもの、夜間などの受
入病院は、15日号の広報もりお
かに掲載しています。

病院名 電話番号
市立病院（本宮五） 635-0101
栃内病院（肴町） 623-1316
遠山病院（下ノ橋町） 651-2111
盛岡つなぎ温泉病院（繫字尾入野） 689-2101
盛岡友愛病院（永井12） 638-2222
川久保病院（津志田26） 635-1305
国立病院機構盛岡医療センター（青山一） 647-2195
八角病院（好摩字夏間木） 682-0201
▼重症患者を優先して受け入れ
岩手医科大学附属病院（矢巾町） 613-7111
岩手県立中央病院（上田一） 653-1151
盛岡赤十字病院（三本柳６） 637-3111
※高松病院は４月から２次救急医療機関ではありません

２次救急医療機関の
受入診療科はこちら

 通行手形：500円（２日間有効）
 1018944

県障がい者スポーツ大会
県障がい者スポーツ協会　☎637-5055

陸上やフライングディスク、水泳、卓
球、アーチェリー、ボウリングなど。
申し込み方法など詳しくは、同協会
にお問い合わせください。

 ６月６日㈯９時～15時
 県営運動公園（みたけ一）、ふれ

あいランド岩手（三本柳８）、盛岡ス
ターレーン（中野一）

 県内に住む障がいのある人※13
歳以上

 窓口・郵送：４月16日㈭17時ま
で。郵送は同日必着

盛岡星まつり
同まつり実行委員会の吉田さん

☎090-6458-8790

①天体観望会など②星の写真やパネ
ル展示③星空環境の現状と課題など
の講座を開催します。

 ①４月18日㈯19時～21時②４月
２日㈭～19日㈰、９時～19時③４月
11日㈯13時半～15時

 ①中央公園東側駐車場（本宮字
荒屋）②③アイーナ５階環境学習交
流センター（盛岡駅西通一）

 ①102589 0 ②1025891③
1025892

大自然を満喫しよう！
都南つどいの森   湯沢１-88☎638-2270

　身近にある大自然の中で、大人数でも楽し
めるバーベキューハウスやテニスコート、子ども
から大人まで楽しめるアスレチック遊具などで
１日を過ごしてみませんか？　４月29日㈬から
は、バンガローやキャビン施設に宿泊して、自然
の音色を楽しむこともできます！

 開園時間：８時半～17時
休園日：12月～３月は毎週火曜と年末年始
※４月～11月は休園日なし

 1000895

外山森林公園   薮川字大の平31-１☎681-5132

　同公園は、冬季休園を終えて、４月29日㈬か
らオープンします。薮川産の玄

げ ん

そばを使った手打
ちそばが人気の食堂や、野外で楽しめるバーベ
キューサイト、さまざまな体験メニューの他、６
月中旬からは、キャンプ場が利用できます！　テ
ントなどの道具はレンタルもできるので、手ぶら
でキャンプを楽しめます。
　市街地から車で40分。日常から離れ、豊かな
大自然を満喫してリフレッシュしませんか。

 開園時間：９時～17時※９月以降は16時まで
休園日：毎週火曜※７月１日～９月１日は休園日なし

 1000894

初めての原木椎茸栽培
　椎茸の植菌体験をします。その他、ホダ木（植
菌済みの原木）の販売もあります。

 ４月24日㈮・25日㈯、10時～12時
 各20人　  各1500円
 往復はがき：必要事項の他、参加希望日と参

加人数を明記のうえ、〠028-2711薮川字大の平
31-１外山森林公園へ郵送。４月15日㈬消印有効

 1030053

現地集合！

あつまれキッズ！  市スポーツ協会☎601-5700

■前期もりおかこどもスポーツクラブ ■スポーツ少年団
　バスケットボールなど、多種目経
験型のスポーツクラブへの参加者を
募集します。申し込み方法など詳しく
は、市公式ホームページをご覧ください。

 ５月13日㈬～８月31日㈪、主に月
曜、18時半～20時

 盛岡タカヤアリーナ（本宮五）など
 50人※小学３・４年生
 8720円　  ４月22日㈬必着
 1030094

つどいの森シンボルキ
ャラクター　  つどりん

みんな
あそびに来てね！

バンガロー

アスレチック遊具

キャンプ場

大根おろしシイタケそば

植菌体験の様子

ホダ木

　令和２年度の団員を募集します。
アイスホッケーやアーチェリー、新
体操、水泳、スケート、スノーボー
ドなど全31種目ある中から選択して
入団できます。募集種目や申し込み
方法など詳しくは、市公式ホームペ
ージをご覧ください。

 1026162
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29年度3級問題㉔（正解は14ページに掲載）
　国の登録有形文化財で、東京の日比谷公会堂と同じ建築家の設計による建物は次のうちどれですか。
　①旧九十銀行本店　②旧盛岡貯蓄銀行　③岩手県公会堂　④旧盛岡高等農林学校旧本館

 日時　  場所　  対象、定員
 費用　  申し込み　  広報ID

マークの
見方もりおかインフォ 　市公式ホームページのトップページにある

検索窓に、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。

広　告

広　告

市の職員
職員課　☎626-7505

今年の7月採用と令和３年度採用の
職員を募集します。職種や人数、受験
資格は表１のとおりです。

 試験日：５月17日㈰
 試験会場：市役所本庁舎（内丸）
 受験案内と応募用紙は、４月６日

㈪から同課や市役所本庁舎本館1階
窓口案内所、各支所などに備え付け
ます。郵送を希望する場合は、返信
先を記入し120円分の切手（速達で
の返信を希望する場合は410円分の
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、４
月17日㈮までに〠020-8530（住所
不要）市役所職員課へ送付してくだ
さい。応募用紙に必要事項を記入し、
同課へ郵送または持参。受付期間は
４月６日～24日㈮。郵送は24日消印
有効、持参は同日17時半まで

 1030192

玉山地域振興会議委員
玉山総合事務所総務課　☎683-2116

玉山地域の振興に関して意見を述べる委
員を２人募集します。応募方法など詳しく
は、市公式ホームページをご覧ください。

 任期：５月23日㈯から２年間
 同課や市役所本庁舎本館１階の

窓口案内所、各支所に備え付けの用
紙に必要事項を記入し、〠028-4195
（住所不要）玉山総合事務所総務課
に郵送または持参。郵送は４月14日
㈫必着、持参は同日17時まで

 1030040

不来方大学院の学生
中央公民館　☎654-5366

一般教養や時事問題などについて学
習したい人を募集します。

 開講期間：５月14日㈭～11月12
日㈭、全20回、９時45分～15時

 150人※65歳以上　  4500円
 往復はがき：４月14日㈫必着
 1030073

介護予防ヨガ教室・介護予防
太極拳教室の運営団体
長寿社会課　☎603-8003

継続的な健康づくりの機会として60
歳以上の市民向けに開催する各教室
の運営を請け負う団体を募集します。

応募方法など詳しくは、市公式ホー
ムページをご覧ください。

 委託期間：5月20日㈬～来年3月
31日㈬

 郵送は４月23日㈭必着。持参は
同日17時まで　  1022448

盛岡ゆうゆう大学
（旧もりおか老人大学）の学生

長寿社会課内、盛岡ゆうゆう大学事務局
　☎603-8003　

新しい仲間と生き生きとした生活
を始めませんか。健康や郷土の歴史、
高齢者の地域活動などさまざまな講
座を受講できます。

 開講期間：5月26日㈫～来年２月２
日㈫※コースにより回数は異なります

 60歳以上
 同課や各支所、各老人福祉センタ

ーなどに備え付けの入学願書に必要
事項を記入し、同センターまたは〠
020-8530（住所不要）市役所長寿
社会課へ郵送または持参。郵送は5
月１日㈮必着、持参は同日17時まで

 1006424

盛岡花火の祭典ポスターデザイン
盛岡商工会議所内、盛岡花火の祭典

実行委員会　☎638-3399

8月10日㈪に開催予定の同祭典のポ
スターデザインを募集します。最優秀賞
（１点）には賞金5万円を進呈。応募方
法など詳しくは、同祭典のホームペー
ジに掲載している募集要
項をご覧ください。

 受付期間：５月８日㈮必着

グリーンバンクへの寄付
公園みどり課内、

市グリーンバンク事務局　☎639-9057

町内会やボランティア団体などが行う公
共の場への緑化活動を支援するため、寄
付金を募集しています。活動内容など詳
しくは、同事務局へお問い合わせください。

 振り込み先：北日本銀行本店
普通口座7017020
盛岡市グリーンバンク頭取職務代理者 
熊谷祐

ゆ う

三
ぞ う

　  1010584

国際交流事業の補助
文化国際室内、

盛岡国際交流協会　☎626-7524

盛岡の魅力を広く伝えるなどの国際交流
活動や、ボランティアなどの国際協力活
動をする民間団体に補助金を交付しま
す。申請方法や対象の事業など詳しくは、

同協会のホームページをご覧ください。
 募集期間：４月６日㈪

~５月８日㈮17時まで
 市内の民間団体

岩手県民長寿文化祭
作品展の作品募集
いきいき岩手支援財団

総務・健康支援課　☎626-0196　

部門は日本画と洋画、彫刻、工芸、書、
写真です。申し込み方法など詳しくは、
同財団にお問い合わせください。

 開催期間：６月５日㈮～７日㈰
 ５月11日㈪必着

お知らせ

障がい者へタクシーやガソリン、
軽油料金を助成

障がい福祉課　☎613-8346

 利用期限：来年３月31日㈬まで
 自動車税や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
▶タクシー：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級を持っている人
▶ガソリン・軽油：①～④の他に条件
があります

 600円の助成券を月数に応じて交付
 該当する手帳と印鑑を持参し、市

役所本庁舎本館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で申請。４月1
日㈬から　  1004143

子育て世帯応援プロジェクト
①②子育てあんしん課　☎613-8347

③子ども青少年課　☎613-8356

年収550万円未満相当の世帯の子ど
もを対象に、次の支援をします。詳しく
は市公式ホームページをご覧ください。

 実施期間：４月１日㈬から
 1030301

①第２子以降の保育料の無料化
 保育所や認定こども園、小規模保

育施設、認可外保育施設に通う０～
２歳※認可外保育施設は補助軽減
②副食費（おかず代）の補助

 幼稚園や保育所、認定こども園、
認可外保育施設に通う３～５歳

 上限額：月4500円
③放課後児童クラブの利用料援助

 小学生　  利用料：詳しくはお
問い合わせください　

浄化槽設置補助金
給排水課　☎623-1426

し尿と生活雑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。申し込み方法など詳し
くは、同課へお問い合わせください。

 事前登録期間：4月20日㈪～24
日㈮

市民団体の学習活動を支援
中央公民館　☎654-5366　

①社会や②家庭で地域、学校との連携
などの課題について自主的に学習する
市民団体へ、講師謝金などを支援します。

 定期的な学習活動をしている10人
以上の団体

 ①随時②5月14日㈭まで。事前の
登録や申請が必要。詳しくは同館へ
お問い合わせください
▶説明会

 ①４月23日㈭②5月8日㈮。時間
はいずれも10時～11時半

 プラザおでって（中ノ橋通一）
 1000682

学びの循環推進事業
（一般コース）

中央公民館　☎654-5366　
豊かな知識や優れた技能を持つ市民
や団体などを、講師として派遣します。

 10人以上の団体
 実施の1カ月前まで。申し込み方

法など詳しくは、お問い合わせくだ
さい

 1000685

水質検査の受け付け
生活衛生課　☎603-8310

井戸水などの飲用水の水質検査を実
施します。希望する人は、事前に市保
健所（神明町）6階の同課で専用容
器を受け取り、表２の受付日に水を
採取して持参してください。

 ▼簡易検査（11項目）：8470円

▼一般検査（23項目）：2万6610円
 1019002

表２　水質検査受付日程
月 簡易検査 一般検査

４月 13日㈪・22日㈬ －
５月 11日㈪・20日㈬ －
６月 ３日㈬・22日㈪ 22日㈪
７月 １日㈬・20日㈪ －
８月 ３日㈪・19日㈬ －
９月 ２日㈬・14日㈪ 14日㈪

差し押さえ物件の公売
納税課　☎613-8466

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。
 ▶せり売り：５月８日㈮13時～10

日㈰23時▶入札：５月８日㈮13時～
15日㈮13時　

 ４月10日㈮13時～28日㈫23時
 1010803

※特に記載がない場合、費用は無料

市有地を売却
管財課　☎613-8340

向中野七丁目の土地１区画（7212.38
平方㍍）を入札で売却します。場所や
条件、申し込み方法など詳しくは、市
公式ホームページをご覧ください。

 市役所本庁舎別館４階401会議室
 申し込み期間：６月30日㈫まで

入札日時：７月15日㈬10時
 1008682

開発行為などの
届出制度が始まります
都市計画課　☎639-9051

生活利便施設にアクセスしやすいなど交
通網も含めた持続可能なコンパクトな都
市構造とするため、立地適正計画を策定
しました。それに伴い、対象となる開発行
為や建築行為をする場合は、工事着手の
30日前までに届け出が必要になりました。
同計画の内容や届出制度の対象など詳し
くは、市公式ホームページをご覧ください。

 届出制度の適用：３月31日㈫から
 1030055

中央公民館庭園の開園
中央公民館　☎654-5366

４月１日㈬のリニューアルオープンに伴
い、庭園が見学できるようになりました。

 開園時間：9時～17時※休館日と
冬季閉鎖期間除く

特別弔慰金の支給
地域福祉課　☎626-7509

戦没者などの遺族に特別弔慰金を支
給します。対象者など詳しくは、お問
い合わせください。

 請求期間：４月１日㈬～令和５年
３月31日㈮

 支給額面：25万円
 1030197

春の全国交通安全・地域安全運動
くらしの安全課　☎603-8008

交通ルールの遵守と思いやりある交
通マナーで、尊い命を守りましょう。ま
た、鍵かけや子どもの見守りなど家庭
や地域で防犯意識を高めましょう。

 実施期間：4月6日㈪～15日㈬　
 1001109

ファミリーサポートセンター
有償ボランティア説明会
市ファミリーサポートセンター

☎625-5810

育児の支援を受けたい人としたい人
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
ィアの説明会を開催します。詳しい
内容や応募方法などは同センターへ
お問い合わせください。

 ４月15日㈬・５月15日㈮、10～12
時と13時半～15時半※都合のよい日
時に１回参加

 市総合福祉センター（若園町）
 電話：４月６日㈪９時から
 1019364

空き地・空き家の火災予防を
　　 盛岡中央消防署　☎626-7302
　　 盛岡西消防署　　☎647-0119
　　 盛岡南消防署　　☎637-0119　

放火や火遊び、たばこの投げ捨てなど
による火災を防ぐため、空き地・空き家
の所有者や管理者は、枯れ草の刈り取り
や施錠をするなど適正に管理しましょう。

スポーツ振興くじ（toto）助成で
備品を整備

t
ト ト

otoの助成を受け、次の備品を整備し
ました。
▶総合プール：新ルールに対応した水

球専用タイマーシステムの設置

▼ 下橋中：グラウンドの夜間照明のＬ
ＥＤ化

寄付をいただきました

■盛岡あきぎん会　
　土

つ ち

橋
は し

幸
ゆ き

男
お

会長
９万3634円。学校教育振興のために。
■株式会社エスイーシー
　柴田茂

しげる

代表取締役
20万円。子ども未来基金のために。

表１　募集する職種や受験資格など
職種 採用時期 人員 受験資格

看護師 ７月 数人
昭和59年４月２日以降生まれ

看護師 令和３年４月 20人程度

　各種相談 

内容 日時 場所など 問い合わせ

夜間納付相談
①4/７㈫・９㈭
　17 時半～ 20 時
②毎週木曜
　17時15分～19時

①納税課（市役所別館2階）
　と健康保険課（同1階）
②玉山総合事務所税務住民
　課（渋民字泉田）

納税課
☎613-8462

成年後見相談

４/ ８㈬
13 時半～ 16 時
※４/20 ㈪以降は月曜～
金曜、８時半～ 17 時半（祝
日除く）

成年後見センターもりおか
（大通一、岩手教育会館
２階）

同センター
☎626-6112★

空き家の
処分・不動産

無料相談会
4/ ８㈬
10 時～ 15 時

全日本不動産協会県本部
（八幡町）

同協会県本部
☎625-5900★

リハビリ
相談会

4/10㈮
10 時～ 12 時

市立身体障害者福祉セン
ター（若園町）

同センター
☎625-1151

補聴器相談
4/15㈬
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）

地域福祉センター
☎696-5640★

花と緑の相談
コーナー

10月までは毎週火曜、
11月～2月は毎月第２火
曜、10時～15時

市役所本庁舎本館1階市民
ホール
（内丸）

公園みどり課
☎639-9057

人権擁護委員
による無料

人権相談

▼ 面接相談（毎月※④
のみ８月を除く）
①月曜～金曜、8時半～
17時15分
②第２火曜、10時～15時
③第２水曜、10時～15時
④第２金曜、12時～15時

▼ 電話相談（毎月）
月曜～金曜、８時半～
17時15分
⑤みんなの人権110番
⑥子どもの人権110番
⑦女性の人権ホットライン

①盛岡地方法務局4階
　（盛岡駅西通一）
②カワトク８階相談コー
　ナー（菜園一）
③玉山総合福祉センター
　（渋民字泉田）
④都南総合支所（津志田14）

①～④
盛岡地方法務局
人権擁護課
☎624-9859
⑤0570-003-110
⑥0120-007-110
⑦0570-070-810

★要事前申し込み

　新型コロナウイルス感染症の
流行に伴い、市内事業者を対象
とした経営・金融相談窓口を開
設しています。

 月曜～金曜、８時半～17時
15分（祝日除く）

 若園分庁舎１階ものづくり推
進課または２階経済企画課

 ものづくり推進課☎626-7538
経済企画課☎613-8389

新型コロナウイルス感染症の
影響により、経営や資金面で
困っている事業者の皆さん！

経営・金融相談窓口に相談を！

募　集



広　告広　告 広　告

広報もりおか ２. ４. １ 1110 広報もりおか ２. ４. １

 日時　  場所　  対象、定員
 費用　  申し込み　  広報ID

マークの
見方

　市公式ホームページのトップページにある
検索窓に、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。もりおかインフォ

まちをきれいに

動物愛護法が改正されました

散歩中の安全確保を

愛犬との楽しい暮らし
ルール と マナー を守って 　愛犬は家族と同じです。飼い主には愛情と責任が求められ

ます。飼い主の皆さんの、ご理解とご協力をお願いします。
 市保健所生活衛生課☎603-8310

　路上などに愛犬のフンやおしっこがそのま
まにされていることは、誰にとっても不快なも
のです。こういった一部の飼い主のマナー違反
は、犬を飼う人全ての印象を悪くします。散歩
中の愛犬のフンは必ず
持ち帰る、散歩に出かけ
る前におしっこを済ませ
る、などの配慮を心掛け
ましょう。

　散歩中にリードがはずれて、愛犬が交通事
故に遭ったり、すれ違いざまに通行人や他の犬
を噛んでしまったりなどの事故が起きていま
す。愛犬と周囲の人の安全のため、リードは伸
びないよう短く持ち、愛犬をコントロールでき
る人が散歩を行ってください。また、慣れた散
歩コースであっても、何が起こるか分かりませ
ん。周囲の状況や犬の様子にも十分注意しな
がら散歩しましょう。

　昨年６月に「動物の愛護及び管理に関する
法律」が改正されました。犬・猫を飼う人には
これまで以上に責任が求められています。

愛犬の命綱
　　「所有者明示」

　迷子になる、災害の時にはぐれる―など
万が一のときでも、ペットの身元が分かれば、
飼い主のもとに戻すことができます。首輪に
付ける鑑札と狂犬病予防注射済票でも身元
が分かりますが、体内に埋め込む「マイクロチ
ップ」※であれば、はずれることもないため、普
及が進んでいます。

※獣医師が注射器で皮膚
の下に挿入する小さい電
子機器。読み取り機を近
づけるとＩＤ番号が表示
され、登録したデータと
照合することで、住所など
飼い主と犬の情報が分か
ります。なお、引っ越し、
飼い主の変更のときは登
録変更が必要です

≪主な改正点≫
▶望まない繁殖をしないよう、飼い犬・飼い猫
は不妊手術をする（令和２年６月から適用）
▶飼い主が確実に分かるよう、マイクロチップ
の装着に努める（令和４年６月から適用）

お知らせ
表２　動物病院の一覧

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
※滝沢市・矢巾町の動物病院でも予防接種や各種届出ができます

表１　集合注射会場と日程

　狂犬病予防注射は、市が送ったはがきを持参
の上、６月までに接種してください。

 1001666
■集合注射会場で接種する場合

  表１のとおり※例年と異なり、４月は実施
しません。また新型コロナウィルス感染症の影
響により、日程変更・中止となる場合がありま
す。最新の情報は同課に問い合わせるか、市公
式ホームページをご覧ください

 3300円※新料金に改定されました　
■動物病院で接種する場合

 表２（11ページ）のとおり
 各動物病院にお問い合わせください

所在地 会場 時間
５月８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 吉田浩二さん宅 10：55～11：00
川目３ 佐々木喜代治さん宅 11：05～11：10
川目５ 県北バス回転場 11：20～11：25
川目９ たたら山公民館 11：40～11：50
５月12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 桜台自治公民館 11：10～11：40
５月14日㈭
浅岸字大志田 渡辺正蔵さん宅 ９：10～９：15
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
山岸字大平 門脇光子さん宅 10：30～10：35
下米内一 山岸老人福祉センター 10：55～11：00
浅岸一 浅岸地区コミュニティ

消防センター 11：10～11：20

つつじが丘 東北銀行つつじが丘出
張所跡地 11：30～11：40

所在地 会場 時間
５月15日㈮
館向町 館向町公民館 ９：00～９：05
青山三 青山三丁目自治公民館 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19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
玉山永井字
百目木 永井野菜集荷場前 10：55～11：00
玉山永井字
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
好摩字上山 好摩東地区コミュニテ

ィセンター 11：25～11：30

５月21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22日㈮
薮川字町村 町村活性化センター 9：45～9：50
薮川字橋場 岡本商店 10：00～10：05
薮川字外山 外山地区コミュニティ

センター 10：20～10：30
上米内字小浜 田鎖長一さん宅 10：50～11：00
山岸六 名乗公民館 11：15～11：20
三ツ割四 三ツ割公民館 11：30～11：40
５月25日㈪

川又字赤坂 川又地区コミュニティ
センター ９：15～９：20

川又字中舘 釘の平地区コミュニテ
ィ消防センター ９：30～９：40

日戸字鷹高 玉山地区健康増進セン
ター駐車場 ９：50～10：00

日戸字古屋敷 日戸地区コミュニティ
センター 10：05～10：15

玉山字大二子 城内４区集会所
すずらん 10：35～10：40

所在地 会場 時間
５月25日㈪

玉山字城内 城内地区コミュニティ
センター 10：55～11：05

門前寺字門前寺 門前寺地区コミュニテ
ィセンター 11：20～11：25

渋民字渋民 渋民勤労者研修センター
（啄木記念館前）駐車場 11：35～11：40

芋田字上武道 竹田正浩さん宅 11：45～11：50
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 11：55～12：00

５月26日㈫
川目町 子供の広場 ９：10～９：15
川目９ 宇津野公民館 ９：25～９：35
東中野字片岡 沢田公民館 ９：45～９：55
永井19 下永井公民館 10：20～10：30
永井10 上永井公民館 10：40～10：50
湯沢６ 上湯沢公民館 11：10～11：20
湯沢東一 湯沢中央公園グラウン

ド入口 11：25～11：30

５月29日㈮
高松一 高松の池口広場

（高松公園） ９：10～９：30
住吉町 住吉神社境内 ９：45～10：00
茶畑二 大慈寺児童センター 10：10～10：20
大慈寺町 元かわてつ園前 10：35～10：50
中野二 中野公民館 11：00～11：10
東安庭字小森 中野地区活動センター 11：20～11：30
６月１日㈪
名須川町 仁王児童センター ９：00～９：15
材木町 材木町児童公園 ９：25～９：30
前潟四 土淵地区活動センター ９：45～10：00
繫字尾入野 尾入野公民館 10：25～10：30
繫字北久保 北ノ浦公民館 10：45～10：50
猪去外久保 猪去振興センター 11：05～11：15
上太田細工 けやき荘 11：25～11：50
６月２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
下太田下川原 下太田自治公民館 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 大宮町内会自治公民館 10：50～11：00
本宮字上越場 越場自治公民館 11：10～11：20
下鹿妻字下通 下鹿妻公民館 11：30～11：40
北飯岡二 河北自治公民館 11：45～11：50
６月４日㈭
上鹿妻天沼 上鹿妻自治公民館 ９：10～９：20
上飯岡22 前野自治公民館 ９：25～９：45
上飯岡15 上飯岡自治公民館 ９：50～10：05
羽場１ 上羽場自治公民館 10：15～10：25
上飯岡２ 油田自治公民館 10：35～10：45
羽場14 中羽場自治公民館 10：55～11：05
羽場12 下羽場自治公民館 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

６月８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 中屋敷町自治公民館 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

狂犬病の予防注射を受けましょう
市保健所生活衛生課

☎603-8310

　集合注射会場では、はがきか鑑
か ん

札
さ つ

、注射済
票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、持参していない場合は手続きに時
間がかかります。

  注 意！

所在地 会場 時間
６月８日㈪
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
６月９日㈫
大ヶ生11 上大ヶ生自治公民館 ９：30～９：50
乙部20 下大ヶ生自治公民館 10：00～10：10
乙部17 藤原商店前駐車場 10：20～10：25
乙部29 石倉自治公民館 10：30～10：40
乙部31 寺ノ下自治公民館 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
６月11日㈭

津志田27 津志田16区東
自治公民館 ９：10～９：15

三本柳12 ＪＡいわて中央
見前支所集荷場 ９：25～９：45

東見前４ 見前町自治公民館 ９：55～10：05
西見前13 世代交流センター 10：15～10：25
西見前17 上通自治公民館 10：30～10：35
津志田中央二 見前地区公民館 10：50～11：00
津志田西二 野田自治公民館 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

６月13日㈯
上堂一 マッハランド駐車場 ９：00～９：30
本宮五 盛岡市立総合プール 10：00～10：25

所在地 会場 時間
６月13日㈯
向中野五 岩手県獣医師会館 10：45～11：00
湯沢東一 Ａコープ湯沢店 11：20～11：50
津志田14 都南地区保健センター 12：10～12：25
６月15日㈪
手代森９ 新山自治公民館 ９：10～９：20
手代森13 沢目自治公民館 ９：30～９：35
手代森14 手代森ニュータウン

自治公民館 ９：45～９：55
手代森20 下通公民館 10：05～10：10
手代森19 大沢自治公民館 10：25～10：35
黒川７ 峰崎公民館 10：45～10：55
黒川11 黒川町内会自治公民館 11：00～11：10
黒川22 たもり乙部店 11：20～11：35
６月16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 青物町自治公民館 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

☞表１は右上に続く
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■会社に入ったきっかけは？
　親の友人で薬剤師をしている人に影響を受けて、岩手
医科大の薬学部に入りました。薬局の他に、病院や製薬
会社、ドラッグストアなどさまざまな就職先の選択肢が
ありますが、調剤薬局なら地域の人と一番近い目線で働
けると考え、そこに絞って就職活動をしました。同級生
は全国展開している大手の薬局を志望する人が多かった
ですが、地元で就職したかったことと、企業訪問で社長
の経営に対する真剣さを目の当たりにし、それに引かれ
てこの会社の採用試験を受けました。
■仕事の内容とやりがいを教えてください
　医師の処方に従って、薬を服用しやすいようにまとめ
たり、薬の飲み合わせを確認したりする調剤が主な仕事

です。薬局での外来調剤の他に、患者さんの自宅や介護
施設に薬を届ける訪問指導も担当しています。訪問指導
には１人で行くことが多く、薬局での調剤と違って先輩
に頼らず状況を判断しなければならないため、責任の重
さを感じます。しかし、普段の生活習慣を実際に確認し
ながらその人に合わせた対応ができるので、やりがいも
大きいです。
■後輩に向けてアドバイスを！
　周りに流されず、自分の思い
を貫くことが一番重要です。ま
た、企業訪問をして自分の目で
職場を確かめた方が、就職した
後も納得して働けますよ。

　地元で働くことの魅力や仕事のやりがいなどを、若手社会人に聞くシリーズ。
若い力が活躍中です！　  経済企画課☎613-8298

スタイル薬局　
薬剤師  
　吉田　皓

ひかる

さん（25）
　（盛岡市門出身）

MORIOKA
WORK
STYLE
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薬剤師は勉強も仕事のうち！
研修を受けるために補助があ
ったり、業務を調整できたり
と、働きやすい環境です。

就活応援サイト

就職  豆  知識

　市は、「盛岡で働きたい」皆さん
へ向けたサイトを開設しています。

｢盛岡で働こう｣UIJプロジェクトサイト

　サイトでは「盛岡で働きたい」に関
するさまざまな情報を発信していま
す。盛岡の企業で活躍する社員イン
タビューやＵＩターンサポート情報の
ほか、「採用プロモーションの考え
方」や「選考のポイント」
など、企業の採用活動
に役立つ情報も掲載し
ています。

ハンギングバスケットを
作ってみませんか

　　専門の講師を派遣します
　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に、
フラワーバスケットアドバイザーを
派遣します。（派遣費用は無料）

　　設置を支援します
　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
貸し出す他、製作費や設置費
の８割を補助します。

　　製作講習会を開催します
　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、５月から10
月まで、公民館などを会場に「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でお知らせします。

もりおか環境緑花まつり
　ハンギングバスケットの製作体験教室や花苗・ガー
デニング用品の販売など、初心者でもハンギングバス
ケットを気軽に楽しめます。

 ５月９日㈯・10日㈰、10時～16時
  中央公園（本宮字松幅）

　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。

 公園みどり課
☎639-9057

ハンギングバスケ
ットについて、詳
しくはこちらから

 資源集団回収をやってみましょう！

ごみの減量と再利用について、役立つ情報をお知らせ！

３Ｒマイスターへの道

 資源循環推進課

今月の
テーマ

　　　☎626-3733

　資源集団回収は、町内会や子ども会などの市民団体が
缶や古紙などの再利用可能な資源を回収し、資源回収業
者に引き渡すことで、リサイクルを推進する取り組みです。

こんなメリットがあります！
①地域の活性化
　子どもから大人まで、一緒に
協力して活動することで、地域
内のコミュニケーションの場に
なります。

　資源集団回収の始め方や、報奨金の交
付に必要な、市への団体登録
の手順については、市公式ホ
ームページをご覧になるか同
課へお問い合わせください。

②資源を出せる機会の増加
　市が行う収集日の他に、資源
を出すことができる日が増えま
す。古紙などのかさばるもの
も、集団回収で集めればお家の
中がすっきり！
③団体活動費を確保
　資源の売却代金と、市から団
体に支払われる報奨金を、町内
行事やクラブ活動に活用するこ
とができます。

▶資源集団回収報奨金制度　
資源集団回収を年3回以上行った
団体へ報奨金を交付しています
※市への団体登録と実績報告が必要
▶ストックヤード設置の補助
回収した資源の保管施設を設置す
る経費の２分の1（限度額10万円）
を補助しています
▶リヤカーの貸し出し
資源を運ぶためのリヤカーを無料
で貸し出しています

こんな支援をしています
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めぐるちゃん

駅
に
降
り
立
つ
と
感
じ
る

　
　
　
　
　
　
　
故
郷
の
空
気

―

岩 手には撮影やイベントなどの
仕事で何度も来ています。盛

岡にも数えきれないほど来ています
よ。新幹線を降りて、盛岡の空気を
感じると「盛岡冷麺が食べたい…」
と、いつも思いますね（笑）。今回
の映画は東北が舞台となっているの
で、やはり深い縁があるんだなと感
じます。撮影を行った久慈市では、
エキストラや炊き出しなどで地元の
皆さんに手伝っていただきました。
皆さん、とても優しくて、昼食のと
きも「のんちゃん、こっちに山菜あ
るよ」と声をかけてくれるのがすご
くうれしかったです。人見知りする
性格なのですが、そんな私でもここ
ではリラックスして話すことができ、
久しぶりに親戚に会ったような感覚
を覚えましたね。その一方で、よく
知っている岩手の方言でも聞き取れ
ない言葉があって、第二の故郷だと
思っていても、まだまだ知らないこ
とがたくさんあるなと思いました。

　この映画の中では、歌手を夢見る
ヒロイン役を演じていて、昭和歌謡
を何曲も披露しています。ギターを
弾きながら歌うシーンもありました。
監督からは、ギター演奏の部分は
BGMで代用してもいいと言われて
いたのですが、私自身、音楽活動も
しているので思い切って挑戦しまし
た。とても難しい曲でしたが、何度
も練習した甲斐あって、私らしくパ
ンチを効かせて演じることができた
と思います。そんな、負けん気が強
い性格は、ヒロインと共通している
かもしれません。　　　　　　　　
　女優という仕事以外にも、声優や
映画製作、音楽活動などいろいろ挑
戦していますが、今、特にがんばっ
ているのが、音楽ライブのときに着
る衣装製作です。デザインから縫製
まで自分で手掛けているんですよ。
「創作あーちすと・のん」の新たな
一面にも、ぜひ注目していてほしい
ですね。

女
優
・
創
作
あ
ー
ち
す
と
　
の
ん
さ
ん

２月23日㈰にフォーラム盛岡（大通二）で開催した「星屑の
町」東北先行上映の舞台挨拶のため来盛。平成28年公開の劇場
アニメ「この世界の片隅に」で主人公の声を演じ、高い評価を
得た他、翌29年には音楽レーベルを発足するなど幅広く活動。
ＣＭ出演などで、岩手でも活躍中。平成５年、兵庫県生まれ

もりおか

寸評
volume 535

映画「星屑の町」のワンシーンから（©2020「星屑の町」フィルムパートナーズ）

舞
台
挨
拶
に
立
つ
、

の
ん
さ
ん
と
杉
山
泰
一
監
督

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

第17回

盛岡市地域おこし協力隊
５人が任期を終えます！

　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、今年度中に活動を終える
５人の隊員のこれまでを振り返ります。　  企画調整課☎626-7534

　石井結
ゆ

莉
り

隊員と佐々木寛
ひろ

子
こ

隊
員は、Uターン者としての視点
を生かした活動を展開。ドロー
ンを使った盛岡のPR動画を作
成し、盛岡のさまざまな情報を
W
ウ エ ブ

EB媒体やSNSで国内外の外国
人に向けた発信に努めました。
また、盛岡の日常を切り取った写真展を都内で開催し、
盛岡の暮らしの魅力を積極的に広めました。

　池内絵
え

美
み

隊員は、大ケ生地域
で暮らしながら活動を広げてき
ました。地域住民の「すぐにやる
行動力」「好奇心旺盛」「山と共
存する知恵」「懐が大きい」など 
“潜在的にある能力” に引きつけら
れ、自分自身も成長することがで
きました。任期後は、「多くの学びが得られる大ケ生を、さ
まざまな人や地域へ伝える仕事」に挑戦していきます。

　松尾早
さ

恵
え

隊員と中里直
なお

樹
き

隊
員は、玉山地域の暮らしを地
域外の人が体験するツアーを
定期開催。また、玉山地域に
伝わる愛

あ

宕
たご

火
ひ

防
ぶせ

太鼓を復活さ
せ、地域の賑わいづくりに努
めました。これからも地域と
関わり、地域の人たちが主体となって玉山を盛り上げ
る活動を応援していく予定です。

【募集テーマ】
①清流・簗川の里で実践！　
　森と川に育まれた暮らしに根付く「農」の継承支援
②獣害から「農のめぐみ」を守るプロジェクト
③猟師（ハンター）×

かける

 農業で切り拓く！　
　ヒトと野生鳥獣が共存する地域づくり

 首都圏などの都市地域に住んでいる人
 応募方法について詳しくは、市公式ホームページ

をご覧になるか、同課までお問合せください。４月
30日㈭まで　  1018517

盛岡の持つ魅力のＰＲ
ユートランド姫神を軸
とした玉山エリアの活性化

『農』を軸とした
大ケ生ライフのモデル構築

地域おこし協力隊を募集します！

12人の協力隊が各地で活動中！
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広報もりおかへのご意見をお待ちしています
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。

編集後記もりけんに挑戦
（９ページに掲載）の答え

③岩手県公会堂

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、催しな
どの予定が日々変わり記事の掲載に悩みました。うがい
や手洗いなどを忘れずに予防に努めましょう。（菅原）

地球環境に配慮し、
ベジタブルインキを
使用しています。

　市内で開催されたイベントや出来事を紹介
します。紙面で紹介しきれなかった写真は、市
公式ホームページの取材日記に掲載しています。

取
材
日
記

あのときを
忘れないために

19２ 市産材の
ベンチを寄贈

　もりおか歴史文化館（内丸）の入館
者数が200万人を突破しました。平
成23年７月に開館して９年目で達成。
200万人目の入館者となった沼田光

みつ

子
こ

さん（71）=中央通三＝（写真左か
ら２人目）を畑中美

み

耶
や

子
こ

館長らが祝
いました。沼田さんは「散歩の途中で
立ち寄るので、毎日のように利用して
いる。これを機会に、友達などいろい
ろな人を誘って一緒に来たい。」と笑
顔で話してくれました。

入館
200万人を達成

２ 16

　「祈りの灯
ともし

火
び

2020」を盛岡城跡
公園（内丸）を中心に開催しました。
今年は新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、全国から集まった
約１万個の灯籠の設置と点火のみに
規模を縮小。あいにくの雨でしたが、
多くのボランティアが参加し、それぞ
れが被災地への思いを込めて明かり
を灯しました。雨に濡れ、なかなかつ
かないろうそくにも次第に火が灯り、
会場は幻想的な光に包まれました。

　盛岡市と東京都文京区の友好都
市提携１周年を記念して、同区へ盛岡
市産のアカマツで制作したベンチを
寄贈しました。ベンチの側面には、交
流のきっかけとなった石川啄木の肖
像画や短歌が焼き付けられています。
成澤廣

ひろ

修
のぶ

文京区長は「区役所１階に
置いて、区民に両都市のつながりをア
ピールしていきたい」と話しました。こ
れからも、市の豊かな森林の恵みを
通じて、友好を深めていきます。

３ 11　市民文化ホール（盛岡駅西通二）
で、同フェスティバルを開催しまし
た。神楽や田植踊り、剣舞、さんさ踊
りなど、市内の郷土芸能10団体と一
戸町から１団体が出演。市や同町の
無形民俗文化財に指定されている踊
りを、一度に見ることができるとあっ
て、会場には多くの人が訪れていまし
た。小・中学生など若い出演者も多
く、力強くも繊細な舞に、観客から盛
大な拍手が送られました。

もりおか郷土芸能
フェスティバル●

２ 23

the   も り お か 人
　昨年８月に開催された第20回高校生国際美術展（世界美術文化振興協会主
催）の美術部門（応募総数1274作品）で、最高賞となる内閣総理大臣賞を受賞
した高橋宇

う

音
ね

さん（17）＝杜陵高３年＝にお話を聞きました。

盛岡で輝いている人を紹介する

vol.12

び　と

　絵を描き始めたのは中学生のとき
です。元々絵画を見るのが好きで、自
分でも描いてみようと始めたら、思
いの外楽しかったのがきっかけです。
祖父母が私のために家にアトリエを
作って、描いた絵を褒めてくれるのが
うれしいことも、絵を描くことを続け
られている理由の１つです。
　高校生国際美術展で最高賞を受
賞したこの作品には、私と同じくらい
の年代が誰しも感じているであろう
２つの世界を、１枚で表現したいとい
う思いを込めました。まず学校や人
間関係でがんじがらめになっている
自分を、拘束されている「手」で表し
ました。その反面、手の甲にはさまざ
まな人たちが自由に街を形成してい
る中国の九

クー

龍
ロン

城
じょう

砦
さい
※のような建物を

描きました。高校生だからこそいろ
いろなことに挑戦でき、自由なんだ
ということをこの部分で表現してい
ます。小さい店をいっぱい描きまし

空
想
を
絵
で
表
現
す
る
楽
し
さ

―
 

高
橋　

宇
音 
さ
ん

たが、その１つ１つの店に合った物語
を空想しながら、ペン先が0.1㍉㍍の
油性ペンで描いていくのが楽しかっ
たです。ただ、私は絵を描くとき、細
かい部分でも納得がいかないと手が
止まってしまうタイプ。それもあって
か、この作品を仕上げるのに11カ月
もかかりました。
　今は今年度の同美術展に出展する
ための絵を描いています。描き始め
て半年くらいになりますね。前回も
そうでしたが、絵を描くことに集中さ
せてくれる美術部の顧
問の先生や両親、祖
父母への感謝の気持
ちをもって描き上げ
たいと思っていま
す。自分の納
得できる作品
で応募する
のが今の目
標です。

内閣総理大臣賞を受賞した高橋さんの作品
「拘束された女の子の手の甲で栄える九龍」

※香港・九龍地区に建っていた城砦とそ
　の跡地にできた巨大なスラム街の総称
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