
　子ども食堂は、手作りで温かい食事を無料・低価格で提供する場所で、
NPO や地域住民の皆さんのボランティアにより運営されています。食事
の提供だけでなく誰でも行ける「地域の居場所」であり、学習支援やレク
リエーションなど、幅広い世代が交流できる場としての役割も担ってい

ます。皆さんも笑顔あふれる子ども食堂に行ってみませんか。
【問】子ども青少年課  ☎613-8356
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新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者に
対する誤解や偏見に基づく差別を行うことは許されません。正確な情報を入
手し、冷静な行動に努めましょう。
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名称 開催場所 連絡先 開催頻度 料金
風の子食堂 桜台二丁目 18 -５（上米内児童センター） 667-1271 年４回程度 無料

おひさまキッチン 東松園四丁目 11-１
（東松園二・三丁目町内会集会所・ふれあい館）

662-1127（武田さん）
662-4519（鈴木さん） 月１回（第４土曜） 子ども：無料　大人：200円

ことりで子ども食堂 上田堤二丁目 17-２（ことりでアイスクリーム café） 618-0082 毎週水曜～日曜 子ども：無料  大人：300円
※ひとり親家庭のみ上記の料金

子ども地域よりあい広場
わっこの家 青山三丁目 29-４ 681-1026 月２回 （昼：第２土曜、

夜：毎月最終木曜） 子ども：100円　大人：300円

盛岡観武 LCこども食堂 西青山二丁目 32-10（青滝旅館） 090-8920-3898（矢羽 さ々ん） 月１回～２回（日曜） 子ども：100円　大人：500円

サンガキッズ山岸こども食堂 山岸二丁目 16-26（放課後児童クラブ サンガキッズ山岸） 658-9701 月１回（土曜） 子ども：無料　大人：300円

インクルこども食堂 市内公共施設ほか 080-9639-0741 月１回～２回、土曜か日曜 無料

なかよし食堂 本町通二丁目 12-25（四ツ家教会） 080-1847-0028（戸澤さん） 月１回（第２土曜） 子ども：無料　大人：300円

親子未来食堂 開運橋通４-５（大衆酒場あげもんや盛岡開運橋通店） 090-1065-4289（戸小台さん） 月１回（第３日曜） 子ども：無料　大人：200円

フキデチョウ文庫 中ノ橋通一丁目８-６（フキデチョウ文庫） 624-2220 毎日 無料

りんご子ども食堂 三ツ割字下更ノ沢 26-４（仁王地区活動センターほか） 601-7370 年４回程度 0円～100円

盛岡みなみ教会 こども食堂せいなん 本宮四丁目 25-16（盛岡みなみ教会） 636-4137 月２回（火曜） 子ども：100円　大人：300円

おひさまカフェ 南仙北三丁目５-58（特別養護老人ホームはなみずき） 636-2088
（岩手民医連の伊藤さん） 月１回（主に第 2 土曜） 無料

※開催場所などは変更になる場合があります。また、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策により活動を休止している場合がありますので、詳しくは、各子ども食堂までお
問い合せください。　※この他にも子ども食堂がありますので、詳しくは、子ども青少年課へお問い合わせください。

月に２回、放課後の居場所として教会を子どもたちに開放し、大人も子
どもも一緒に食事をしています。現在は、お弁当のテイクアウト形式にして、
月１回の開催に。折を見て、食堂形式に戻す予定です。

平成 17年から始め、これまでに 60回以上開催。朝か
ら自由に利用でき、食後は、楽しみながら普段の生活にも
役立つ講座を開いています。

　９時からメンバー５人で作り始め、約 50食分を用意し
ます。私を含め、調理師免許を持つスタッフがいるので、
栄養のバランスを考えながらメニューを決めています。こ
の日は、㈱岩手牛乳さんから 200㍉㍑の牛乳を 80本も寄
付してもらい、子どもたちも大喜びでした。

　東日本大震災の沿岸被災地で支援活動をする中で、
自身の住む盛岡にも支援が必要な人がいると感じまし
た。仕事や子育てで忙しい家庭や一人暮らしの高齢者
を支援するため、教会の立地を生かして子ども食堂を
始めました。「子どもが、ここに来ることをすごく楽し
みにしています」という感想をいただき、地域の居場
所作りに少しでも貢献することへのやりがいとうれし
さを感じています。

市は、市民や団体が取り組む
子ども・子育て支援の活動に「子
ども未来基金」から補助を行い、
その活動を応援しています。

子ども食堂の開設や運営など
の子どもの居場所づくりに関す
る取り組みも対象です。募集期
間は来年２～３月頃を予定。こ
れまでに実施した事業など詳し
くは、市ホームページをご覧く
ださい。 【広報 ID】 1017924

子ども食堂は、小さな子
どもから高齢者まで幅広い
世代が気軽に参加できる、
新しい「地域の居場所」。
ここで紹介した活動内容
は、ほんの一例です。各子
ども食堂では、参加者に喜
んでもらえるような食事の
メニューを考え、心を込め
て温かくおいしい食事を手
作りし、待っています。今
まで参加したことがない人
も、気軽に参加してみては
いかがでしょうか。

岩手中央青果㈱

吉田さん

大学生ボランティア　野間さん

市内の子ども食堂一覧

盛岡観武
ライオンズクラブ

こども食堂

矢羽  々睦
むつ

子
こ

さん

材木町を拠点に毎月開催しています。企業や学生の協力を得て、子ども
向けの職業体験や学生ボランティアによる学びの教室などの企画もあり
ます。

　今回は、外山森林公園で特別企画「お山食堂」を開催
し、50食分のバーベキューを用意しました。食材は、
活動に賛同してくれる人や参加しているボランティアの
寄付で、まかなっています。
　子どもたちは自然の中で思いきり遊び、大勢で「いた
だきます」をして、苦手なものを食べられるようになる
など、家庭ではできない体験ができます。

子ども食堂担当

川
かわ

守
もり

田
た

 栄
え み こ

美子さん

大通りの飲食店を拠点に活動。食堂と一緒に、職業体験や金銭教育など、
親子両方に役立つ講座を開催しています。

　子どもだけでなく、保護者同士も、子育てなどの共通の会
話ができるので、その点も子ども食堂の魅力だと思います。

　子どもたちは年齢も住む場所も違う人とでも一緒に食
事をし、仲良く遊んでいて、いつも楽しそう。学校以外に
も一緒に楽しめる友達がいるということは、すごくいいこ
とだと思います。まずはお腹いっぱいに
なってもらい、子どもが準備や片付けを
手伝ったときに大人に褒めてもらった
り、親と子の絆が深まる場にもなればい
いなと思います。

親子未来食堂
サポート室

佐久間 雄
ゆうじ

次さん

びよーん！！

インクルこども食堂 親子未来食堂

中央卸売市場からもらった野菜でいっぱい！手作りショウガ焼き弁当

子どもを迎えるときの

あいさつは「おかえりなさい」大好きなウインナーとそうめん！

バイク屋さん

子ども食堂でイベントを開催す
るのは初めてです。子どもたちは
自分からバイクにまたがったり、
私の説明に真剣に耳を傾けてくれ
たり、想像以上に子どもたちが熱
心で驚きました（笑）。

モトスペースウインディ
（前九年一）アドバイザー

柴田 聡
さとし

 さん

盛岡みなみ教会
こども食堂 せいなん

盛岡観
み た け

武
ライオンズクラブこども食堂

森林組合＆絆の輪プロジェクト

イベント協力

　保育園にあったチラシで子ども食堂があることを知り
ました。ご飯もおいしく、雰囲気も良いですね。昨今の

状況で遊ぶ場所が限られる中、食を通して、息子が同年代の子どもたちと出
会い、友達になり、思う存分遊ぶことができる場があるのがうれしいですね。

保護者の声

市長コラム

みんなで食べるとおいしいよ

㈱ベジフル姫神　取締役蔬
そ

菜
さい

部長

佐藤　剛
つよし

さん

子ども食堂「サポート」の輪

木の枝や貝殻をペタペタ。

ウェルカムボード作りに

夢中です

親子未来食堂
サポート室

戸
と

小
こ

台
だい

 沙
さ ち

智さん

初めてのバイクに

ドキドキ

山食堂お
特別企画
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を取材しました！

苦手なトウモロコシを食べられたよ

イベント協力

W
わ
Aのまちもりおか

「絆の輪」プロジェクト

江
え み

見 夏
なつえ

恵 代表

盛岡みなみ教会

大塚 史
ふみあき

明 牧師と

妻の朗
ろうみ

美さん

木工クラフトや伐倒デモンストレーションを開催！

県森林組合連合会

木
こはた

幡 英
ひでお

雄
指導グループ長

手話講座
不定期で開催。参加した子どもたち
に、あいさつや歌、「おいしい」など簡
単な手話を教えました。

お手伝いもがんばるよ！

みんなそろって

いただきます！

みんなで食べると
おいしいよ!

㈱志
し も や

百家
代表取締役会長

田向 光
みつ

夫
お

さん

盛岡市子ども・
子育て支援事業
補助金

想像以上に子どもた想像以上に子どもた
ちが楽しそうに過ごしちが楽しそうに過ごし
ていてびっくりしました。ていてびっくりしました。
また参加したいです！また参加したいです！

傷ついても曲がっても傷ついても曲がっても
盛岡産の野菜や果物の盛岡産の野菜や果物の
味はとてもおいしいです。味はとてもおいしいです。
廃棄するのではなく、廃棄するのではなく、

この野菜が少しでも役にこの野菜が少しでも役に
立てればうれしいです。立てればうれしいです。

子ども食堂に子ども食堂に
来る子どもたちに、来る子どもたちに、

この野菜で笑顔になってこの野菜で笑顔になって
ほしいです。ほしいです。

いつもおいしいお弁当をありがとう!

ひな祭りにはちらしひな祭りにはちらし寿司、寿司、
クリスマスにはケーキなど、クリスマスにはケーキなど、

季節に合わせて季節に合わせて
彩り豊かに彩り豊かに

提供しています。提供しています。

ず し
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民生費

土木費

公債費

教育費

総務費

衛生費

消防費 下水を処理する
ための支出

73億4千万円

純利益（黒字）
7億5千万円

⃝水道管などを整備するための支出

⃝下水道管などを整備するための支出

⃝過去の借入金の返済

⃝過去の借入金の返済

令和元年度令和元年度
財政状況の公表財政状況の公表

　市は、市税や地方交付税などを財源にして予算を編
成し、市民生活の向上と快適なまちづくりに取り組ん
でいます。令和元年度決算がまとまりましたので、概
要をお知らせします。
【問】財政課☎613-8362【広報ID】1032712

　一般会計では福祉や教育、都市整備など、市の
主なお金の出し入れをしています。
　令和元年度の決算は、歳入から歳出を差し引い
た９億4990万円から、令和２年度に繰り越した事
業の財源５億4573万円を差し引いた実質収支で、
４億417万円の黒字になりました。

歳入歳入　1169億6129万円
　平成30年度に比べて、幼児教育・保育の無償化による国庫
支出金や小・中学校へのエアコン設置のため市債などが増え
たことにより、総額では49億2052万円の増になりました。

歳出歳出　1160億1139万円
　平成30年度に比べて教育費や民生費、土木費などが増え、
総務費や商工費、衛生費などが減ったことにより、総額では
56億4018万円の増になりました。

◆消防費 45億42万円
⃝玉山地域の防災無線の更新　2.1億円

◆総務費 109億1206万円
⃝いわて盛岡シティマラソンの開催など
　0.4億円
⃝ホストタウンの事前キャンプ受け入れなど
　スポーツツーリズ
　ムの取り組み
　0.3億円
⃝移住・定住・交流
　人口対策
　0.2億円

◆議会費・その他
　13億8948万円

◆公共施設の大規模改修
　公共施設保有最適化・長寿命化のため、庁舎、学校、教育文化福祉施
設、市営住宅など市の施設の整備、維持更新に取り組みました。

改修の内容 決算額
中央公民館複合化・大規模改修 11億1315万円
サンライフ盛岡大規模改修 ２億9149万円
公共施設のトイレの洋式化 ２億7476万円

　地方公共団体の財政健全度を判断する４つの指標について、市
はいずれも早期健全化基準を下回り、健全な水準です。
※いずれかの指標が基準を超えると「早期健全化団体」や「財政再
生団体」になり、財政健全化のための税金の増額、住民サービス
の見直しなどが必要になります

上下水道局上下水道局
　水道事業と下水道事業は、皆さんにお支払いいただ
いている水道料金と下水道使用料を主な財源として運
営しています。施設の老朽化や使用水量の減少などに
より厳しい経営環境にありますが、長期的に、安心して
上下水道をお使いいただけるよう努めていきます。

【問】上下水道局経営企画課☎623-1442

水道事業会計

純利益（黒字）
19億7千万円

蛇口からお水が出るようにするお金って足りてるの？
令和元年度は19億円以上の黒字で、今のところは良い経営
状況といえるよ。
よかったぁ。これからも安心して水道が使えるね。
でも、86年前（昭和９年）から使い続けている水道管も残って
いるから、破裂して水道水が漏れたりする恐れがあるんだよ。
それはいやだなぁ。テレビで水道管が破裂して道路に水が
漏れたり、断水したりしているニュースを見たことがあるよ。
水道管を新しくするには、平均して毎年約24億円のお金が
必要になりそうだから大変なんだ。でも、新しい水道管は地
震にも強いから、がんばって工事を進めているよ。
地震の時に水が出ないのは困るもんね。
そうだね。特に病院などは、水が止まってしまうと人命にもか
かわるんだ。だから、病院などの施設の周辺につながる水
道管は優先して新しくしているんだよ。
それなら安心だね。
でも、古くなっているのは水道管だけじゃないんだ。
何が古いの？
浄水場だよ。特に米内浄水場は86年間使い続けているん
だ。新しい浄水場を造るために、計画的にお金をためていく
必要があるよ。
パパやママもおうちを建てたいから、毎月お金を貯めてる
よ。水道も将来のために備えているんだね。

下水道事業も黒字ということでいいのかな？
令和元年度は７億円以上の黒字にはなっているけど、返済
した借金は33億円以上もあるの。
どうしてそんなに借金があるの？
市の下水道管を全部つなげると約1894㌔㍍で、列車で盛
岡駅から熊本駅に着くくらい長いのよ。これを整備するため
に、今までたくさんのお金を借りてきたの。さらに、令和元
年度も新しい下水道管などを整備するために、９億円以上
の借金をしたのよ。
じゃあその分を毎年きっちり返さなきゃだめなんだね。水道
管と同じように、下水道管も古くなっているの？
下水道の整備を始めたのは昭和28年よ。67年もたってい
るからそろそろ新しくしなきゃならないわ。そのために
は、平均して毎年約29億円が必要になりそうよ。でも、
盛岡市の人口が減っていることもあって、下水道使用料の
収入が減っているのが気がかりなの。
このままだと、お金が足りなくなるということ？
そうなの。借金返済や、下水道管などを新しくするお金が足
りなくなる心配があるの。
下水道がないと困るなあ。ずっと使い続けるためにはどうし
たらいいのか、みんなで考えなくちゃね。

教えて！水道ぼうや教えて！水道ぼうや教えて！水道ぼうや

教えて！下水道あいちゃん教えて！下水道あいちゃん教えて！下水道あいちゃん 下水道事業会計

水道水をつくり家庭へ
届けるための支出

53億円

　詳しくは市の
ホームページを
ご覧ください。

財政指標（財政健全化判断基準）

①実質赤字比率
一般会計を中心とし
た赤字割合

赤字は発生
していません

②連結実質赤字比率
全ての会計の赤字
割合

赤字は発生
していません

③実質公債費比率
年間の借金返済額
の割合

9.5％
（9.3％）

④将来負担比率
将来負担すべき負債
の割合

63.0％
（60.6％）

※（　）内は平成30年度の比率

早期健全化基準盛岡市

健全財政 財政悪化

財政再生基準

11.25％ 20％

16.25％ 30％

25％ 35％

350％

▽▽▽▽▽▽

主な大規模改修施設と決算額

◆土木費 161億7736万円
⃝道明、都南中央第三、太田地区などの区画整理や生活環境整備　30.3億円

◆衛生費 79億8287万円
⃝幼児、小・中学生のインフルエンザ
　予防接種補助など　8億円

◆農林費
　26億3122万円
⃝農業者などの農業用施設や機
　械、生産資材の導入に助成
　2.1億円
⃝盛岡産農畜産物の高付加価値
　化・販路拡大に向けた魅力発
　信事業など　0.3億円
⃝航空レーザ計測による民有林
　の現況調査など　0.2億円

◆商工費
　11億4115万円
⃝成長分野と位置付けている医療福祉
　機器製造業などの支援　0.2億円
⃝観光客の誘致・宣伝　0.4億円

◆教育費
　116億6612万円
⃝小・中学校と幼稚園へのエア
　コン設置　34.1億円◆公債費

　123億6409万円
⃝公共施設・インフラの整備などのた
　めの市債の返済や利子の支払い

整備後整備前

増改築された天昌寺保育園

31億3千万円

21億4千万円

13億7千万円

33億7千万円

借入金
9億7千万円

一般会計

歳入歳入

歳出歳出

盛岡市は
健全団体です

水道と下水道のこと知ってほしいな！

◆市債残高の推移
　市債残高は1333億7606万円で、昨年度に比べ23億6521万円増加し、令
和元年度末でみた市民一人当たりの借金は46万4198円で、昨年度に比べ
１万584円の増です。

上下水道の詳しい決
算状況や経営分析
は、市上下水道局公
式ホームページをご
覧ください

水道ぼうや▶︎ ◀︎下水道あいちゃん

下水道使用料などの収入
80億9千万円

水道料金などの収入
72億7千万円

過去の蓄えなどの一部
25億3千万円

純利益
19億7千万円

国からの補助金、
市の負担、

過去の蓄えなどの一部
37億9千万円

純利益
7億5千万円

歳出ポイント

◆民生費 472億4662万円
⃝幼児教育・保育の無償化による
　運営費給付　33.3億円
⃝私立保育所などの建設・改修に
　助成（新設２施設、増改築４施
　設、大規模改修３施設）4.7億円
⃝乳幼児の保険医療費の全額給付
　など　4.7億円

歳出の内訳（令和元年度決算額）

市市のの決算決算 のの決算決算
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【日時】12月６日㈰９時～11時
【場所】県予防医学協会（北飯岡四）
【定員】60人
【費用】無料※受診券を持参
【申し込み】電話：11月５日㈭10時から

本年度最後の特定健診
　市の国保に加入し、本年度の特定健康診
査や人間ドックを受診していない40歳から
74歳までの人を対象に、集団健診を実施し
ます。10月までの実施期間に特定健診を受
けられなかった、平日は受診できない―
という人は、この機会をお見逃しなく！

　国民健康保険に加入している皆さんへ

内臓脂肪型肥満（メタ
ボ）や高血圧、糖尿病、
貧血、心疾患、肝疾患、
腎疾患などが調べら
れます

▶問診（服薬歴・喫煙習慣など）
▶計測（身長・体重・腹囲・血圧）
▶血液検査（中性脂肪・HDLコレ
ステロール・LDLコレステロール・
肝機能・血糖・貧血・クレアチニン・
尿酸など）
▶尿検査（尿糖・尿タンパク）
▶心電図
▶眼底検査（該当者のみ）

【日時】12月６日㈰９時～11時
【定員】各検診30人
【対象】乳がん検診：40歳以上の女性
子宮頸

けい

がん検診：20歳以上の女性
【費用】成人検診受診券に記載
【申し込み】電話：11月５日㈭10時から

乳がん検診 と 子宮頸がん検診 も
同時に受けられます

【問】健康保険課☎626-7527
  【広報ＩＤ】1024554

【問】健康増進課☎603-8306
  【広報ＩＤ】1032750

　市の国保に加入していない人でも、勤
務先などが、がん検診を実施していない
場合は受診できます。

年金生活者支援給付金制度

特定の年金受給者へ給付金を支給
◆年金生活者支援給付金制度とは
　同制度は、公的年金の収入とその他の所得の合計額が一定基準額以下の
年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして給付金が支給され
るものです。給付金を受け取るには、請求書の提出が必要です。給付を受
けるための条件や請求方法などは次のとおりです。

【問】日本年金機構ねんきんダイヤル☎0570-05-1165
　　　医療助成年金課☎ 626-7529
  【広報ＩＤ】1028315

◆給付を受けるための条件
●65歳以上の老齢基礎年金を受給している人で、下記の両方
　に当てはまる人
・世帯員全員の市民税が非課税
・前年の公的年金などの収入金額とその他の所得（給与所得や事業
　所得、譲渡所得など）との合計額が、87万9900円以下

●障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人で、前年の
　所得額が462万1000円（扶養親族の数で増加）以下の人

◆給付金額
●老齢基礎年金・・・・・・月額5030円※

●障害基礎年金・・・１級：月額6288円
　　　　　　　　　　　２級：月額5030円

●遺族基礎年金・・・・・・月額5030円

※保険料を納めた期間などにより増減

不審な電話に

　　　　   ご注意ください！
　市役所や日本年金機構
などの職員がＡＴＭの操
作をお願いすることや、
口座番号の聞き取りなど
をすることは絶対にあり
ません。

◆請求方法
●すでに年金を受給していて、新たに給付対象となる人
　給付対象者には10月中旬頃に日本年金機
構から、請求書（はがき）とお知らせを送付
しています。請求書に必要事項を記載し、お
早めに同機構に返送してください。

●新たに年金を受給する人
　年金の請求書と同時に送付する給付金の請
求書に必要事項を記入し、年金の請求書と一
緒に提出してください。 送付する請求書の封筒

※世帯状況の変更などで、給付を受ける条件に当てはまる可能性がある人はお問
い合わせください

※現在給付金を受けている人は手続き不要です

市立病院
    　の経営状況

　市立病院は、一般診療や各種健康診査をするほ

か、救急医療にも対応するなど、皆さんの健康のた

めに必要な医療を提供しています。令和元年度の

市立病院の決算と主な取り組みをお知らせします。

【問】市立病院総務課☎635-0101

令和元年度の主な取り組み令和元年度の主な取り組み 　平成30年度に引き続き、地域の診療所や病院、介護施設な
どとの連携を図りました。高齢社会の進展に伴い今後も増加が
予想される、がんや生活習慣病、認知症、肺炎、骨折などへの
対応を強化し、地域の中核病院として地域包括ケアシステム※
を支えました。
※高齢者や要介護者などが、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最
期まで続けられるように、住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体
的に提供する仕組み

　令和元年度は、入院収益や外来収益などの総収益が44億
8260万円、給与費や材料費などの総費用が45億5434万円で、
7174万円の純損失となりました。
　令和２年度は収支均衡を達成できるよう、患者中心の医療
と地域医療連携を推進し、第４次経営改善計画の取り組みを
進めていきます。

入院収益
　26億9297万円

外来収益
　９億1422万円

その他医業収益
（検診など）
　２億6157万円

負担金・交付金
　３億126万円

その他
　３億1258万円

給与費
　24億2857万円

材料費
　７億1918万円

施設管理費など
　８億7955万円

減価償却費
　２億2435万円

その他
　３億269万円

令和元年度の決算令和元年度の決算

総収益総収益
　  44億8260万円

♦救急医療体制の拡充
　岩手医科大附属病院が矢巾町へ移転しても、市民の皆さ
んが安心して救急医療を受けられるよう、医師や看護師な
どの医療スタッフを増やし、受け入れ体制を強化しました。

♦訪問診療の開始
　通院中の患者の主治医が､患者の状態から訪問診療が望
ましいと判断した場合に､医師や看護師が患者の自宅などへ
訪問して診療できるよう､体制を整えました。

♦医療連携支援センターの設置
　受診から入院、退院、退院後の生活までを総合的に見据
えて切れ目のない支援をするために、地
域連携・入退院支援・医療相談・療養支
援の４つの部門を包括した業務を担う、
同センターを設置しました。

♦院内設備などのリニューアル
　内視鏡室の拡大と女性検診室を新たに設置し、より快適
に検査を受けられる環境を整えました。
また、リハビリテーション室を２階に移
転・整備し、診療機能を拡充しました。

※１万円未満切り捨て

純損失
7174万円

市立病院の診療体制などの詳
しい情報は、市立病院のホー
ムページをご覧ください。

総費用総費用
　  45億5434万円

入院前の患者に説明を
する入院説明室▶

診療機能を拡充した
リハビリテーション室▶



イベント情報
 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

※特に記載がない場合、費用は無料

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・メール：左記①～⑥と⑦ファクス番号（ファクスのみ）を
記入し、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
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もりおか女性センター
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10

☎604-3303

■なくそう！女性に対する暴力
ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）防止
の啓発パネル展示やビデオ上映など。

 11月12日㈭～25日㈬、９時～21
時半※土・日曜と祝日は17時、25日
は15時まで　  1017291
▶パープルオレンジリボンツリー展示
「女性に対する暴力をなくす運動」と
「児童虐待防止推進月間」を連携して
実施。それぞれのシンボルであるパー
プルとオレンジのリボンツリーを展示
し、市の職員がリボンを着用します。

 11月１日㈰～30日㈪　
 市役所本庁舎本館1階エレベータ

ー前ホール（内丸）
▶街頭啓発キャンペーン
ＤＶ防止のパネル展示やクイズなど。

  11月14日㈯・15日㈰、11時～
16時はイオンモール盛岡南（本宮
七）、18日㈬11時半～13時半はホッ
トライン・サカナチョウ（肴町）※イオ
ンモール盛岡南でのパネル展示は20
日㈮15時まで
■女性起業芽でる塾　実践編
起業のノウハウを学びながら、自分の
起業プランを形にしていきます。個別
相談も受け付けます。申し込み方法な
ど詳しくは、お問い合わせください。

 11月28日㈯・29日㈰、全２回、10
時～15時　  10人※起業を目指し
ている女性　  ３人※生後６カ月～
就学前の子。1回800円。要予約　

 1000円　  応募フォーム・参加申
込書：11月４日㈬から　  1019570

市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目９-１

☎621-5151

■N響メンバーによる室内楽
 11月25日㈬19時~21時※５月21

日の振替公演　  全席指定。Ｓ席
5000円、Ａ席4000円、Ｕ-25チケッ
ト2500円※当日は各500円増し

 11月７日㈯から同ホールの他、盛
岡劇場、キャラホール、姫神ホールで
発売　  1032732

■かこさとしの世界展～だるまちゃん
　もからすのパンやさんも大集合！～
「だるまちゃん」や「からすのパンやさ
ん」などの原画やスケッチなどの展示。

 12月12日㈯～来年１月31日㈰
 小・中・高校生500円、一般1000円

※当日は各200円増し。３歳～小学生
未満は300円　  同ホールと市内各
プレイガイドで販売中　  1032435
▶クリアファイル d

デ

e アート！
クリアファイルにカラフルな絵の具や
色紙を挟んでアート作品にします。

 12月５日㈯・６日㈰、10時～12時
 各６組12人※小学生と保護者
 １人500円
 電話：11月８日㈰10時から

●「加藤知
と も

子
こ

・宮田大
だ い

 デュオ＆ソロリサ
　イタル」チケット発売延期のお知らせ
11月５日㈭から販売予定のチケット
は、12月３日㈭から販売します。

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
お茶を飲みながら、気軽におしゃべ
りを楽しみませんか。

 11月3日～24日、火曜、10時～17
時※出入り自由・マイカップ持参
■もりげき八時の芝居小屋
演劇ユニットせのびによる「踊るよ鳥
ト少し短く」を上演します。

 11月25日㈬～27日㈮、20時～
21時　  各70人

 前売り各1000円、当日各1200円
 要予約。同館で受け付け中
 1032731

●二兎社「ザ・空気　ver.３」チケット
　発売延期のお知らせ
11月上旬から販売予定のチケットは、
12月12日㈯10時から販売します。

市観光文化交流センター
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10

プラザおでって ☎604-3300

■おでって芸能館「神楽共宴」
国重要無形民俗文化財である普代村
の「鵜

う の

鳥
と り

神楽」と九戸村の「江刺家神
楽」の舞台公演。

 11月15日㈰14時～15時半
 前売り1000円、当日1500円
 プラザおでってで販売中

■初心者スケート教室
 11月９日㈪～11日㈬、全３回、17

時～18時※９日は16時半から
 20人※小学生～60歳未満
 3050円　  電話：11月５日㈭10

時から　  1029445
■放課後カーリングクラブ

 毎月第１・２・４火曜、16時半～18
時※祝日を除く　  ８人※小学生

 月4000円　  電話・窓口・メー
ル：随時受け付け　  1032416
●利用制限
11月１日㈰・15日㈰・21日㈯～23日㈪
は利用できません。

ゆぴあす
〠020-0102 上田字小鳥沢148-103

☎662-1414

■プール用おむつプレゼント
当日券・回数券でプールを利用する３
歳未満の子を連れた保護者に、子ども
1人につき１枚プール用おむつを贈呈。

 11月１日㈰～30日㈪※23日㈪を
除く

外山森林公園
〠028-2711 薮川字大の平31-１

☎681-5132

■現地集合！新そば散策会と森のク
　リスマスリース作り

 11月16日㈪10時～14時半
 15人　  2000円
 往復はがき：11月10日㈫必着

盛岡手づくり村
〠020-0055 繫字尾入野64-102

☎689-2201

■ホームスパンで手織り体験教室
マフラー作りや毛糸の手紡ぎなど。

 来年３月31日㈬まで※火曜・木曜・
年末年始を除く　  各２人

 電話：開催日の１週間前まで

中央公民館
〠020-0013 愛宕町14-１

☎654-5366　ファクス 653-3505

■語学講座「フランスの現在とフラン
　スの地方を知ろう」
フランス語の文化や地方の特色など
を学びます。

 11月12日・19日・12月３日・10日、
木曜、全４回、14時～16時　  ５人

 500円　  電話・ファクス・応募
フォーム：11月７日㈯必着
■わくわく♪おはなし会
物語を暗記して語り伝える「ストーリ
ーテリング」と絵本の読み聞かせ。

 11月14日㈯11時～11時半
■やってみよう水墨画講座
水墨画の基本と草木や花、風景など
の絵の描き方を学びます。

 11月17日㈫・来年１月19日㈫、全
２回、13時半～15時半　  ５人　

 500円　  往復はがき・ファク
ス・応募フォーム：11月11日㈬必着
■幼児期の子育て応援講座
子育てに役立つ知識や技術を学びます。

 12月２日㈬・９日㈬、全２回、10
時～11時半　  15人※就学前の子
を子育てしている人　

 10人　  窓口・応募フォーム：11
月10日㈫10時から

上田公民館
〠020-0066 上田四丁目１-１

☎654-2333

■岩手の戦後75年～ふるさとからの声
戦中戦後のジョー・オダネルの写真
やシベリア抑留者の体験、一条ふみ
の著作から平和について考える講座。

 11月21日～12月５日、土曜、全３
回、10時～12時　  15人

 500円　  往復はがき：11月12
日㈭必着　  1016137
▶ジョー・オダネルの長崎写真展

 11月21日㈯12時～16時
■岩手の郷土料理～その心と技～
県産食材を使って、柳ばっとや豆しと

ぎなどの郷土料理を作ります。
 12月２日㈬・９日㈬、全２回、10

時～13時　  15人　  2460円
 往復はがき：11月17日㈫必着
 1022061

■絵本＆親子でリース作り
クリスマスに関連する絵本の読み聞
かせとリース作りをします。

 12月５日㈯10時～12時
 ６組※小学１～４年生と保護者
 １人30円　  往復はがき：11月

19日㈭必着　  1020016

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１

☎643-2288

■ばっちり！パワーポイントでプレゼ
　ンテーション

 11月25日㈬～27日㈮、全３回、18
時半～21時　  10人　  2754円

 電話：11月６日㈮10時から
■シニア向けスマホで防災対策講座

 11月25日㈬13時半～15時半
 15人※60歳以上
 電話：11月５日㈭10時から

■子育てママのリフレッシュ講座
肩こりや腰痛予防のための姿勢講座
と、ドライフラワーなどを使ったハー
バリウム作りをします。

 12月２日㈬・９日㈬、全２回、10
時～11時40分

 16人※子育てをしている母親
 10人　  2500円　
 電話：11月11日㈬10時から

松園地区公民館
〠020-0106 東松園二丁目５-３

☎661-8111

■味
み

噌
そ

づくり教室
 11月27㈮・12月３日㈭、10時～

14時半　  各12人　  各1700円
 往復はがき：11月18日㈬必着

都南公民館
〠020-0834 永井24-10-１

☎637-6611

■子どもシネマランド
「がんばれスイミー」ほか３本を上映。

 11月14日㈯10時半～11時半
 60人※小学生以下の子と保護者

■女子力アップ講座「自分の魅力に気
　づく　カラーセラピーと心理テスト」
心理学の観点から自分の魅力を知り、
人付き合いのコツを学びます。

 11月29日㈰14時～16時　  20人
※高校生を除く18歳～30代の女性

 電話・窓口：11月７日㈯10時から

渋民公民館
〠028-4132 渋民字鶴塚55

☎683-2354

■男の料理教室　そば打ち
 11月28日㈯10時～12時
 ８人※18歳以上の男性　  830円
 電話：11月３日㈫９時から

好摩地区公民館
〠028-4125 好摩字野中69-48

☎682-0055

■親子のクリスマスクッキング教室
サンタとトナカイのちぎりパンなど３
品を作ります。

 12月５日㈯９時半～13時半
 渋民公民館（渋民字鶴塚）
 ８組※小学生と保護者　
 １組1500円　
 電話：11月1３日㈮９時から

市立図書館
〠020-0114 高松一丁目９-45

☎661-4343

■児童文学を読む会
ヴィンス・ヴォーター作「コピーボー
イ」（岩波書店）。

 11月25日㈬10時～12時

先人記念館
〠020-0866 本宮蛇屋敷２-２

☎659-3338

■まゆ人形を作ろう
来年の干

え

支
と

「丑
う し

」のまゆ人形作り。
 12月19日㈯・20日㈰、９時半～

11時半と13時半～15時半
 各６人※小・中学生。小学３年生

以下は保護者同伴　  各350円

 往復はがき：必要事項の他、参加で
きる日時を希望順に記入。１家族１回ま
で。12月２日㈬必着　  1021505

■新作南部鉄器展～鉄をつむぐ～
 11月１日㈰～23日㈪、９時～18時
 1020948

石川啄木記念館
〠028-4132 渋民字渋民９

☎683-2315

■ワークショップ「おうちをつくろ！」
啄木の詩「家」を題材に、木材やビーズ
を使って自分の理想の家を作ります。

 12月12日㈯・13日㈰、10時～12時
 各６人　  各500円
 往復はがき：必要事項の他、希望

日を記入。11月25日㈬必着

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-１

☎635-6600

■体験学習会「つるを編んでみよう！」
あけびのつるで籠などを作ります。

 11月29日㈰９時半～12時
 ５組※小・中学生。小学生は保護者

同伴。１組３人まで　  １組1500円
 電話：11月７日㈯10時から　

■学芸講座「盛岡城跡の発掘調査」
 12月６日㈰13時半～15時　  40人
 往復はがき：11月24日㈫必着　

盛岡ゆうゆう大学ラジオ講座
長寿社会課内、盛岡ゆうゆう大学事務局

☎603-8003

ラヂオもりおか（ＦＭ76.9Ｍ
メ ガ

Ｈ
ヘ ル ツ

ｚ）で
福々舎の大久保名

な

美
み

代表による「ＦＰ
漫談師と学ぶ 知って笑って考えて～
健康 お金 人間関係の 貯め方 活か
し方～」と題した講座を放送します。

 11月10日㈫・11日㈬、11時半～12時

都市景観シンポジウム
景観政策課　☎601-5541

本年度の都市景観賞の表彰と、「今、

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸１-50

☎681-2100

改めて自然景観の中で～田園・郊外
への招待～」をテーマにパネルディス
カッションをします。

 11月18日㈬13時半～15時10分
 盛岡劇場（松尾町）
 160人　  1032609

みんなのマスクプロジェクトフォーラム
市社会福祉協議会　☎651-1000

「わたしとマスクプロジェクト」と題した
トークセッションなど。申し込み方法な
ど詳しくは、お問い合わせください。

 11月25日㈬13時半～15時
 盛岡劇場（松尾町）　  150人
 11月18日㈬まで　  1032726

もりおか朝・夕活2020　
もりスポネット事務局の板垣さん

☎090-4882-2343

スラックライン※の体験会をします。日程
や申し込み方法など詳しくは、もりスポ
ネットのホームページをご覧ください。
※細いベルト状のラインの上をバランスを
取りながら歩くスポーツ

 11月３日㈫から　
 1032527

是
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ス

展覧会
県立大桒

く わ

田
だ

研究室　☎694-2761
盛岡市・ビクトリア市姉妹都市提携35
周年を記念して、カナダの先住民文化
などを題材にした展覧会をします。

 11月15日㈰まで
 C

シ

yg
グ

 a
ア

r
ー

t
ト

 g
ギ ャ

al
ラ

ler
リ ー

y（内丸）

みちのくコカ・コーラ
ボトリングリンク

〠020-0866 本宮五丁目３-３
☎601-5001

 icerink@morioka-sport.or.jp

第２回盛岡国際俳句大会第２回盛岡国際俳句大会
同大会は、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、開催方
法を変更して実施します。

 11月８日㈰
▶岩手日報紙面で入賞作品を発表
▶同日11時からＩＢＣラジオ特別番
組「新聞とラジオで楽しむ盛岡国
際俳句大会」で、夏井いつき先生
が入賞作品を分かりやすく解説

 文化国際課内、同大会事務局
☎626-7524

 1031137
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　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ
リハビリ

相談
11/13㈮
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

11/18㈬
① 10時～11時半
② 13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★

空き家・
不動産

無料相談
11月11日㈬
10時～15時

全日本不動産協会岩手県本部
（八幡町）

同県本部
☎625-5900★

高齢者・障
がい者なん
でも110番

11月18日㈬
13時～17時

県福祉総合相談センター（本町
通三）※電話相談もあります

岩手弁護士会
☎651-5095
電話相談
☎625-0110

★要事前申し込み

渋民図書館の休館
渋民図書館　☎683-2167

図書点検のため11月17日㈫から25
日㈬まで休館します。

児童虐待防止推進月間
子ども家庭総合支援センター

 ☎601-2414

11月は同推進月間です。今年のキャ
ッチコピーは、「189（いちはやく）
知らせて守る 子どもの未来」。虐待
しそうになった、虐待してしまった
ときなど、1人で悩まずに相談くださ
い。また、周りに虐待を受けているの
ではないかと感じる子どもがいたら、
迷わず同支援センターか児童相談所
全国共通ダイヤル☎189（通話料無
料）へ連絡してください。

まちなか・おでかけパス
県交通☎654-2141・県北バス☎641-1212 

ＪＲバス東北☎604-2211

12月１日㈫から来年５月31日㈪まで
利用できる同パスを販売します。

防犯活動推進協議会の委員
くらしの安全課　☎603-8008

防犯活動の推進に関して意見を述べ
る委員を募集します。任期は、来年１
月１日㈮から２年間です。

 次の全てに該当する人①市内に１
年以上住んでいる②平成12年４月１
日以前生まれ③市の他の委員を務め
ていない④平日の日中に開く年１回
程度の会議に出席できる

 市役所本庁舎本館６階の同課や
同本館１階の窓口案内所、各支所に備
え付け、または市ホームページからダ
ウンロードした応募用紙に必要事項
を記入し、〠020-8530（住所不要）
市役所くらしの安全課へ郵送または
持参。郵送は11月30日㈪消印有効。
持参は同日17時まで　  1017282

「起業家塾@もりおか」の受講生
立地創業支援室

☎626-7551　ファクス626-4153

事業立ち上げまでの手順や成功のた
めの具体策などを学ぶ講座の受講生
を募集します。

 16人※盛岡市と滝沢市、矢巾町、
紫波町に在住または勤務先があり、
起業や創業に関心がある人

 11月19日～12月24日、木曜、全６
回、18時半～20時半　  3000円

 市ホームページからダウンロード
した申込書に必要事項を記入し、〠
020-8530（住所不要）市役所立地
創業支援室へ郵送またはファクス。
11月10日㈫17時必着。応募多数の
場合は抽選　  1017559

スポーツ少年団（基礎スキー）
市スキースポーツ少年団の吉田さん

☎624-4038

 50人※小・中学生
 新規1万2000円、継続7000円 
 結団式で申し込み：印鑑と会費を

持参※参加できない場合は、電話で随
時受け付けます　  1024521
▶結団式

 11月14日㈯14時～14時半
 盛岡タカヤアリーナ（本宮五）

保育施設の入園受け付け
子育てあんしん課　☎626-7511

令和３年度の保育施設の入園申込
案内を11月４日㈬から配布するほか、
市ホームページにも掲載します。申込
案内に沿って各締切日までに、必要
書類を提出してください。

 配布場所：同課（神明町）、都南総合
支所税務福祉係（津志田14）、玉山総
合事務所健康福祉課（渋民字泉田）

 1002502

市立幼稚園の入園受け付け
学務教職員課　☎639-9044

令和３年度の太田・米内・好摩の各市
立幼稚園への入園願書を11月２日㈪
から受け付けます。 

 窓口：各園に備え付けの募集要項
を確認の上、入園願書と、本人と保護
者の住民票、健康診断書を入園希望
の園に提出してください 

 ▶入園手続きに関すること：太田
幼稚園☎659-0597、米内幼稚園☎
667-2151、好摩幼稚園☎682-1300。
▶その他の入園に関すること：同課

 1002726

障がい者雇用のための名簿登録
職員課　☎626-7505

市は、障がいのある人を積極的に雇
用するため、会計年度任用職員を希
望する人の名簿登録制度を実施して
います。

 障害者手帳など、障がいの種別と
等級の分かる書類の写しと履歴書を
〠020-8530（住所不要）市役所職員
課へ郵送または持参　  1012076

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：11月27日㈮13時～
29日㈰23時。▶入札：11月27日㈮
13時～12月４日㈮13時

 11月５日㈭13時～20日㈮23時
 1010803 

お知らせ募　集

休日救急当番医・薬局   　　     内科　  外科・整形外科
　※往診はできません          　　　　     小児科　  歯科　  薬局
日 区分 名称 所在地 電話番号

11/８
㈰

ささき医院 中野一丁目27-10 653-0230
大屋内科胃腸科クリニック 西青山一丁目16-43 647-3255
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
さかもと整形外科 天神町11-３ 623-8555

森田小児科医院 緑が丘四丁目１-50
アスティ緑が丘１階 662-3326

金子歯科医院 肴町４-25 622-2842
コスモ調剤薬局 中野一丁目30-３ 653-6133
西青山薬局 西青山二丁目４-17 601-4141
ヨシダ調剤薬局 天神町11-４ 625-8148
調剤薬局アスティこうの 緑が丘四丁目１-50 662-2877

11/15
㈰

金子胃腸科内科 乙部13-135-３ 696-2012
澤田内科医院 上田一丁目６-11 654-1007
菊池整形外科・形成外科クリニック 清水町５-22 606-5100
子どもは未来もりおかこどもクリニック 上田字松屋敷11-14 656-1366
開運橋歯科クリニック 開運橋通２-34 654-5841
オトベ薬局 乙部13-135-１ 675-1151
上田薬局 上田一丁目６-９ 625-5612
清水町調剤薬局 清水町５-18 654-7253
こなん薬局 上田字松屋敷23-３ 664-1115

※11月１日㈰・３日㈫の休日救急当番医・薬局は10月15日号に掲載しています

診療時間外に具合が悪くなったら

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

■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。

２次救急医療機
関の受入診療科
はこちら

も
り

けんに挑戦
！も

り

け に挑戦挑

 販売日時：11月９日㈪以降の10 
時～15時※土・日曜と祝日、年末年始、
各施設の休業日を除く 

 販売場所：プラザおでって１階交 
流プラザ内バス乗車券売り場（中ノ 
橋通一）、盛岡駅前バス案内所など

 市内在住で購入時に70歳以上の人 
 1000円※遠距離の人は2000円
 1001839 

一関・盛岡間駅伝競走大会
岩手日報社事業部　☎653-4121 

11月23日㈪12時半から13時半ごろ
まで、選手が市内を通過するため交
通規制が行われます。規制範囲は見
前～南仙北間の国道４号から仙北
町、東北銀行本店前（内丸）まで。沿
道で観戦する場合は、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、▶マスク
の着用▶ソーシャルディスタンスの確
保▶大声での応援の自粛などにご協
力をお願いします。詳しくは、岩手日
報社ホームページをご覧ください。

■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

市立病院 本宮五丁目15-１
☎635-0101

平日 17時15分～21時半★ 内科・外科土・日曜、祝日 ８時半～21時半★
休日救急

当番医
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
★ 21時半以降は内科または外科医師のみとなります。事前に市立病院へお問い合わ
せください

令和元年度３級問題（正解は12ページに掲載）
　「恥ずかしい」は盛岡弁で何と言いますか。
①オショス　②セッコギ　③ゴンボホリ　④サガシイ

 日時　  場所　  対象、定員
 費用　  申し込み　  広報ID

マークの
見方

※特に記載がない場合、費用は無料

美肌の湯 vol.２

花梨風呂が始まります！
　美肌や新陳代謝の促進、疲労回復、風邪の予防な
どに効果があるといわれている花梨風呂。ユートラン
ド姫神の敷地内で収穫した花

か

梨
り ん

を使った花梨風呂を
11月中旬から始めます。日に日に寒くなるこの時期に、
花梨の香りに包まれてゆっくりと温泉を楽しんでみて
はいかがでしょうか。

 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
　※11月９日㈪～12日㈭は、施設点検のため休館します

マスコットキャラクター
ランちゃん

不審な電話に注意！
 消費生活センター☎624-4111

　次のような手口でキャッシュカードをだまし取られる被害が増加してい
ます。市や警察、銀行がキャッシュカードを預かることはありませんので、
絶対に他人に渡さないようにしましょう！

警察官や銀行員などを装
い、このような電話をかけ、
その後自宅を訪問し、キャ
ッシュカードをだまし取ろ
うとします

トラブルに遭わないために
・キャッシュカードは他人に渡さない
・暗証番号は他人に教えない
・電話でキャッシュカードや銀行口座の話

新型コロナウイルス対策
のために新しいキャッシ
ュカードに交換する必要
がある 悪質商法撃退キャラ

クター がんがん君

キャッシュカードが不正に使
用されている。悪用を防ぐた
め、キャッシュカードを回収
する必要がある

✿ 平日の入浴料が割引に！
【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

　来年１月10日㈰に開催を予定している成人のつどいは、
ウェブ配信などの開催方法に変更します。市内在住の対
象者には、11月下旬以降に案内はがきを送付します。また、
市外在住で帰省先が市内にあり、記念誌などを希望す
る人は、往復はがきに住所と名前、生年月日、帰省先の住所（帰省先がな
い場合は、住んでいた住所又は通っていた学校名）を記入し〠020-8532
（住所不要）市役所生涯学習課へ郵送してください。12月21日
㈪必着。詳しくは市ホームページをご覧ください。

 平成12年４月２日～平成13年４月１日生まれの人

成人のつどい  生涯学習課☎639-9046

録音機能付電話機など
の購入に補助をしてい
ます。詳し
くは お 問
い 合わ せ
ください

小学生　250円
大人　　450円

割引後

題が出た場合、詐欺の可能性があるため、 
不審な電話はすぐに切る

ユートランド　　 チャンネル姫神

■不審な電話の例
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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
（11ページに掲載）の答え

①オショス
新型コロナの影響で自粛していたイベントなどが各地
で復活してきました。市内でもさまざまなイベントが開
催されますので、ぜひ足を運んでみてください！（佐藤）

地球環境に配慮し、
ベジタブルインキを
使用しています。

住民自治の発展と文化財保存・継承
　昔ながらの建物が残る紺屋町は、観光や修学旅行で訪れる人も多く、
明るく美しい街づくりを意識した地域活動を行ってきました。中津川
沿いに咲く忘れな草を「街の花」として、約100個の木製プランターに
植えて軒先に置き、行き交う人に楽しんでもらった取り組みなどが思
い出深いですね。紺屋町のシンボルの一つ「紺屋町番屋」が、活用に向
けていよいよ動き始めたので、大いに期待しています。一方、市内にあ
る町内会・自治会は地域性も規模も、そして抱える課題もさまざま。５
月に退任しましたが、市町内会連合会長として地域に寄り添って課題
を把握することに努めてきました。今後もコミュニケ―ションを取りな
がら、市と一体になって盛岡の街を良くしていってほしいですね。

保育事業の振興と住民福祉の向上
　保育園によって、規模も運営方針もさまざまある中で、保育を取
り巻く課題を洗い出し、改善につなげていくには、情報共有と園同
士の横の連携が大切だと考えています。公立保育所民営化の流れな
どもあり、私立保育所協会に加入する保育園も増え、園長らと話し
合いを持つ場も増えました。行政への対応も含めて、そのつなぎ役
でありたいと意識して取り組んでいます。少子化の時代を迎え、保
育施設の在り方や保育士の確保など、さらなる社会的変化が訪れる
でしょう。一方で、保育の質もきめ細やかさが求められています。
その変化に対応できるよう、これまで以上に横のつながりを大切に
し、知恵を出し合いながら勉強していきたいですね。

Toshiyuki Akasaka Morioka-Victoria
　　Friendship Society

盛岡市私立保育所協会の会長とし
て、各園の経営基盤強化や人材育
成支援、保育サービス向上に取り
組み、市の保育事業の振興に尽力。
また三ツ割自治会会長、仁王地区
福祉推進協議会会長として、住民
相互の融和を図るとともに、地区の
振興と住民の福祉向上に貢献
（昭和23年生まれ・名須川町在住）

姉妹都市交流の推進と国際交流
　昭和59年に新渡戸稲造博士が五千円札の肖像となったことを機
に、有志でビクトリア市と交流を始め、活動をさらに広げようと平
成12年に友好協会を設立しました。今日まで交流を続けてこられ
たのは、ビクトリア市の皆さんの温かさに支えられたことが大きい
ですね。さまざまな思い出がありますが、新渡戸が亡くなったビク
トリア市ロイヤルジュビリー病院に新渡戸記念庭園を整備したこと、
そして姉妹都市提携30周年を記念して「友情の鐘」を制作・寄贈
したことが、強く印象に残っています。これまでの絆を大切にしな
がら、これからも相互の交流を深め、「夢と希望ある盛岡を創造す
る人づくり」に尽力したいですね。

Kazuko SaigoKotaro Hirai

平井　興
こ う

太
た

郎
ろ う

 さん

紺屋町町内会長として、地縁の和
を大切にしたまちづくりに取り組
み、また市町内会連合会地域振興
部会長や副会長、会長を歴任し、
住民自治の発展などに寄与した。
さらに、紺屋町番屋の保存に取り
組むなど、市の文化財保存・継承
活動にも貢献
（昭和15年生まれ・紺屋町在住）

などで構成する市表彰選考委員会の答申を受けて決定しまし
た。本年度の受賞を含め、これまでに321人と25団体を表彰。
表彰式は11月３日㈫、中央公民館（愛宕町）で開催します。
【問】総務課☎626-7513【広報ＩＤ】1021192

　本年度の市勢振興功労者に３人と１団体が選ばれました。
市勢振興功労者表彰は、公共の福祉の増進と市勢の進展に尽
くした功績が顕著な人または団体を顕彰するもので、市で最
高の栄誉ある表彰です。受賞者は、学識経験者や市議会議員

令和２年度　市勢振興功労者

市勢の発展に尽くした功績を表彰

保護庭園と建物の環境維持と有効活用
　明治期に建てられた一ノ倉邸の、18㍍もある継ぎ目のない軒桁
や神

じん

代
だい

杉の欄
らん

間
ま

、玄関の格子戸などを見て、この建物を次の世代に
残したいと強く思いました。当時、荒れ果てて解体も検討されてい
たこの建物を、仲間と一緒に掃除したところ、懐かしい風情がよみ
がえり、市が保存を決断。一般公開につなげることができました。
以来、県内外からたくさんの人が見学に訪れ、子どもには物珍しく、
また高齢者には懐かしい思いに浸ることができる場所として親しま
れています。２月から３月にかけて開催している「ひな遊ぶ」は、
全国から毎年問い合わせがあり、一ノ倉邸のイベントとして定着し
ました。これからも、皆さんに気楽に立ち寄ってほしいです。

西郷　和
か ず

子
こ

 さん

赤坂　俊
と し

幸
ゆ き

 さん 盛岡ビクトリア
友好協会

市の保護庭園「一ノ倉邸」の保存
活動に尽力し、一ノ倉邸管理保存
委員会会長として、長きにわたり建
物と保護庭園の環境維持に寄与し
た。庭園内では、県下第一号となる、
株分けされた震災復興の象徴「中
尊寺ハス」の栽培を行ったほか、さ
まざまな企画で施設の活用に貢献
（昭和16年生まれ・館向町在住）

会長　坂下　陽
よう

市
いち

さん
カナダ・ビクトリア市との姉妹都市
交流に尽力。公式訪問の折には100
人を超える市民訪問団を結成する
など、積極的な市民交流により絆を
深めている。長年の交流は、カナダ
のホストタウン誘致に結びついた
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