【問】食と農の連携推進室☎626-2270

盛岡の「食」と「農」を体験しよう

10/24㈯
・25㈰
「つくる人」と「たべる人」、それらを「つなぐ人」が集まり、
「美食王国もりおか」の
魅力を体験できるイベントを開催します。
【場所】盛岡駅ビルフェザン（盛岡駅前通）ほか
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10月10日㈯
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「美食王国もりおか」の
ウェブサイトはこちら
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■トークイベント

■マルシェイベント
【時間】10時～17時
【場所】本館１階フェザンパティオ
盛岡りんごやトマト、津志田芋など旬の盛岡産
野菜のほか、りんごやベリーのジュース・ジャムな
どの加工品、盛岡産の米で仕込んだお酒、食材を
選んで作る生ドレッシングなどを販売します。

10月10日㈯～
11月30日㈪

盛岡産食材を使った商品とオリジナルメニュー
を味わえるフェアを開催します。
【提供店】
▶おでんせ館１階：銀河堂1890、純情産地いわて
の店「みのるダイニング」▶本館地下１階：フレスキ
ッシマ、三陸和酒 磯乃、いわちくキッチン、ＴＯＭ
ＡＴＯＭＡとつか、リカ―コートプロ―スト など

生産者と消費者をつなぐオンラ
インマルシェを手掛ける株式会社ポ
ひろ ゆき
ケットマルシェの高橋博之最高経営
責任者（CEO）から、
「『つくる人』と
『たべる人』をつなぐコミュニティの
力」と題してお話を聞きます。聞き
な お み
手はＩＢＣ岩手放送の奥村奈 穂 美
アナウンサー。
県内の大学生有志による酒造りプロジェクト「いわ
てi-Sakeプロジェクト」による取り組みも紹介！

ーリー
もりグリスト

【日時】10月10日㈯14時～16時
【場所】ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング
（盛岡駅前北通）
【定員】先着50人
【申し込み】はがきに①名前② 年齢③ 住所 ④電話
番号を記入し、〠020-0034盛岡駅前通１-44もりグ
リフェス事務局へ郵送。メールmorigurifes2020@
outlook.jpでも受け付けます。郵送は10月７日㈬消印
有効、メールは同日17時まで

盛岡農業高の生徒がアイディアを出し合い、
「美
食王国もりおか」の魅力を紹介。第１弾は、生産現
場を取材した体験をもとに、盛岡りんごにまつわ
るストーリーを展示します。
※期間中、展示の入れ替え
があります
【場所】
盛岡駅１階
ＩＧＲいわて銀河鉄道改札口隣

学びと生きがいを
いつまでも！

う

テーマ

講 師

「時を越える布」ホーム
スパンをめぐる親子三
代の心の糸の物語。盛
岡を舞台に描かれ、
随所
に実在の風景や喫茶店
などが登場する。第163
回直木三十五賞候補作。

株式会社 浄法寺漆産業
た く

お

松 沢 卓 生 代表取締役
日 時

©

雲を紡ぐ

岩 手 産 の 漆 の 魅 力と底 力
～ 漆 の 昔・今・未 来 ～

盛岡の魅力を市の内外に発信する「盛岡ブランドフ
ォーラム」。今回は、盛岡を舞台した小説「雲を紡ぐ」
（文藝春秋）の作者である伊吹有喜さんが「『雲を紡
ぐ』で描いた盛岡の魅力」と題して、作品に込めた思
いや取材中に感じた盛岡の魅力、お気に入りのお店な
どについて講演します。
【日時】11月15日㈰14時～15時半
【場所】盛岡劇場（松尾町）
【定員】先着200人
【申し込み】10月16日㈮から、市ホーム
ページの応募フォームまたは往復はがきで申し込み。
往復はがきの場合は、名前、年齢、住所、電話番号、
伊吹さんに聞いてみたいことを記入してください。11
月13日㈮17時まで。郵送は同日必着。未就学児の託
児申し込みは、11月６日㈮まで受け付け（先着５人）
【問】都市戦略室☎613-8370 【広報ＩＤ】1007572

10月13日㈫・14日㈬、11時半～12時

地産地消店「美味いもんアンバサダー」も出店！
渋民で採れた
黒平豆を使用した
豆の風味豊かなパン

全国でも珍しい
豚汁専門店による
盛岡産豚肉を使った豚汁

もりおか短角牛を使用した
こだわりのコロッケ

10月10日㈯～
11月30日㈪

ゆ

文藝春秋

知的好奇心と学習意欲を保ち、生きがいを共感できる学習の場、
「盛岡ゆうゆう大学」。60歳以上の市民の学びの場として開設され、
今年で45年目を迎えます。
本年度は、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、本校講座・
特別講座に代えてラジオ講座を開講しています。ぜひお聞きください。
【問】長寿社会課内、同大学事務局☎603-8003
【広報ＩＤ】1006424

ま

【時間】10時～15時
【場所】もりおか歴史文化館前広場（内丸）など

地ビールで
おいしい一杯♪
市内の産直で使える
商品券などが当たる
スタンプラリーを開催！

昨年の農業まつりの様子

神子田朝市のにぎやかな
お店も勢ぞろい！

美肌の湯

ユートランド姫神チャンネル
vol.１

市の北部の玉山地域にあり、美肌の湯としてたくさんの人に
愛されている「ユートランド姫神」。岩手山や姫神山を望むこと
ができる大浴場が人気です。温泉のほ
かにも、地元の新鮮な農産物を購入で
きる産直や、郷土食を味わうことので

2020～autumn～

伊吹有喜さん来盛！

【問】農政課内、市農業まつり実行
委員会事務局☎626-7540
【広報ＩＤ】1028406

※新型コロナウイルス感染症防止対策のため、マスクの着用と会場入
口での検温にご協力ください

盛岡ブランドフォーラム

「雲を紡ぐ」の作者

市 農 業 ま つり

盛岡産の新鮮な野菜や畜産物、
「盛岡の美 味 いもんアンバ
サダー」認定メニューなどの販売のほか、ミスさんさ踊りによ
るステージイベントなど、
「おいしい・楽しい」が盛りだくさん！
生産者の心がこもった農産物を味わいに、ぜひ足を運んでみま
せんか。

マスコットキャラクター
ランちゃん

盛岡ゆうゆう大学
ラジオ講座

年に一度のまちなか収穫祭！盛岡産農畜産物を味わおう！

きるコーナー、手ぶらで楽しめるバー
ベキューサイトなど魅力が盛りだくさ
ん。本号から、全６回の連載でユートラ 新鮮な農産物が並ぶ
ンド姫神の魅力をお伝えしていきます。 産直コーナー

き

ユートランド姫神（下田字生出893-11）☎683-3215
営業時間【温泉】10時～22時※受付は21時まで
【食堂】11時半～14時と18時～20時

広

告

広
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平日限定

入浴料が割り引きに！
通常料金
小学生
大人

小学生

300円
600円

大人

250円
450円

【割引期限】来年３月末日まで
【注意事項】
▶広報もりおかまたは
運転免許証などの盛岡
市在住であることを証
明できるものを受付で
提示してください。
※１回の提示につき５人ま
で利用できます

露天風呂から望む岩手山

※１つのテーマを２回に分けて放送します
メガヘルツ

放送局 ラヂオもりおか（ＦＭ76.9MHz）

今後の放送予定
期日

歩いて紡いで

～もりおか物語

※時間はいずれも11時半～12時
内容・講師

エスディージーズ

10/27㈫ 「心地よく豊かに生き延びるために～地球温暖化とＳＤＧｓ～」
10/28㈬ 講師：環境パートナーシップいわて 野澤日出夫特別常任顧問
ひ

で

お

11/10㈫ 「ＦＰ漫談師と学ぶ 知って笑って考えて～健康 お金 人間関
11/11㈬ 係の 貯め方 活かし方～」講師：福々舎 大久保名美代表
ふくぶく

な

み

12/８㈫
「あのなはん～私の思いを言葉に込めて～」
12/９㈬
（市民による応募の中から、入選者の作品を放送します）
12/10㈭
※放送を聞き逃したときは、来年３月末まで、パソコンやスマートフォン
で放送を聞くことができます。
ラヂオもりおかのホームページの「スト
リーミング番組」から「盛岡ゆうゆう大学」の講座を選択してください。
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盛岡の魅力を
テレビで届けます

盛岡の「もの」
「街」
「人」から、全国
に元気と癒しを届けるテレビ番組「歩い
て紡いで～もりおか物語」が放送され
ます。小説「雲を紡ぐ」をオマージュし、
盛岡を訪れた旅人がホームスパン工房
などを訪問。作品で表現されている優
しい言葉を、盛岡の美しい映像ととも
にお届けします。ナレーションは、ドラマ
「あまちゃん」に出演し、駅長役を演じ
た俳優の杉本哲 太さんです。
【問】ものづくり推進課☎626-7538
て っ た

放送日時
放送局
10/25㈰
ＢＳ朝日
13時～13時半
10/31㈯
岩手朝日テレビ
10時45分～11時15分
番組のホームページは
10月16日㈮公開予定→
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