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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点
から、感染防止対策を講じた上での開催となる他、感
染拡大の状況によっては中止となる場合もあります。
各まつりの開催などについては決まり次第、広報もり
おかや市ホームページなどでお知らせします。

藩政時代から受け継がれる
祭りで、地域によって特色が
あり、毎年約 250 団体が参
加します。平成 26 年には、
3437 人という和太鼓同時演
奏世界記録を達成しました。
● 開催日／
　８月１日㈰～４日㈬（予定）

盛岡藩の盛岡城下 23町の
まちづくりが完成したのを
祝って始まったと伝えられて
います。例年９月 14日から
16 日に開催され、１台当た
り約 200 人が引く豪華絢

けん

爛
らん

な風流山車が市内を練り歩き
ます。

愛馬の無病息災を祈って馬の守り神「鬼
おに

越
こし

蒼
そう

前
ぜん

神社」
（滝沢市）にお参りし、盛岡八幡宮（八幡町）までの約
14㌔㍍の道のりを行進しています。本年度は例年の「行
道行事」は行わず、盛岡市・滝沢市・矢巾町の各地域で、
「チャグチャグ馬コふるさとまつり」を開催します。詳
しくは、市ホームページをご覧ください。
● 開催日／６月12日㈯９時半～12時
● 開催場所／盛岡城跡公園多目的広場ほか

馬が歩くと鈴がちゃぐちゃぐ チャグチャグ馬コ 夏の夜を彩る伝統の踊り 盛岡さんさ踊り 300年以上の歴史と伝統 盛岡秋まつり・山車

新型コロナウイルス感染症の影響で、多くの市内事業者
が経済的に打撃を受けています。市は、事業者支援に取り
組んでおり、市民の皆さんも一緒に応援できるものがたく
さんあります。感染症の予防対策を徹底して、事業者を応
援し、盛岡の元気とにぎわいを取り戻しましょう。

市プレミアム付き応援チケット「モリ
オ☆エール」は、2000 円で購入して
2500 円分のサービスを受けることがで
きるお得な前売りチケットです。飲食店・
宿泊施設で使えますので、テイクアウト
や近場の旅行などにご活用ください。
対象店舗など詳しくは、市ホームペー
ジをご覧ください。
●利用期間／５月15日㈯～11月14日㈰
●販売価格／ 1セット：2000円
　※使用可能額面：2500円（500円券× 5枚綴

つづ

り）
●販売窓口・購入方法／対象店舗で直接チケットを購入

新型コロナウイルス感染予防として、接触を減らすため
電子マネー決済サービス「M

モ リ オ

ORIO P
ペ イ

ay」を利用しません
か？　盛岡地域でお買い物の際に「MORIO Pay」アプリ
で支払うと、お得なポイント還元を受けることができます。
アプリのダウンロード方法や加盟店など詳しくは、
MORIO Pay ホームページをご覧ください。
▶ポイント還元キャンペーン／期間中に、加盟店でお買
い物をすると、支払い金額の 30㌫をポイント還元！ こ
のポイントは１ポイント＝１円分としてMORIO Pay
にチャージして使用できます。
●対象期間／７月１日㈭～９月30日㈭まで

▶リフォーム支援キャンペーン／６月以降に、30万円（税
抜き）以上の住宅リフォーム工事を行う人に、６万ポ
イントをプレゼントします。事前に必要な手続きなど
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
●対象期間／６月１日㈫～11月30日㈫

岩手県交通株式会社が発行する地域連携 IC
カード「I

イ ワ テ
wate G

グ リ ー ン
reen P

パ ス
ass」を、同社の対

象路線で使用すると運賃の３㌫がポイントと
して貯まります。貯まったポイントは同路線
の乗車運賃と同額以上になった場合、自動的
にポイントで支払いされます。詳しくは、同
社のホームページをご覧ください。
※同カードは、S

ス イ カ

uica と相互利用可能な全国
交通系 IC カードが利用できる路線や店舗で
も使用できます
● 対象路線／盛岡中心市街地循環バス「でん
でんむし」、繫鶯宿線、小岩井農場線　など

● 販売金額／ 2000 円　※デポジット（預り
金）500円を含みます

今回紹介した支援策の他にも、
市は、市民や事業者の皆さんへ
の支援対策を進めています。ま
た、これまでも事業者の皆さん
は、感染拡大防止に積極的に取
り組んできました。感染リスク
を抑えた会食やテイクアウト、
キャッシュレス決済などを意識
しながら、積極的にお店などを
利用していきましょう。
私も購入した「モリオ☆エー
ル」を手に、出かけた
いと思います。一
緒に盛岡を元気に
しましょう！

【問】MORIO Pay運営事務局
☎621-2851
MORIO Pay ホームページ▶

参考：厚生労働省ホームページ内、新型コ
ロナウイルスに関するQ&A（一般の方向
け）より

感染リスクを下げながら感染リスクを下げながら
会食を楽しむ工夫会食を楽しむ工夫

【問】岩手県交通株式会社
☎654-2141
岩手県交通ホームページ ▶

市内のホテルや旅館などを利用するときに、１人１泊当たり3000円を上限に宿
泊料金が割り引きされます。新緑生い茂るこの季節、街歩きをしたり温泉につかっ
たりして、盛岡の魅力を再発見しませんか。対象施設など詳しくは、市ホームペー
ジをご覧ください。
●利用期間／来年２月28日㈪まで
●利用方法／
① 宿泊を希望する施設に、割引について
事前に確認し宿泊を予約
② 当日、宿泊施設で申込用紙を記入 
　※代表者の住所を免許証などで確認

【問】観光課
☎ 626-7539
市ホームページ▶

Fight!  MORIOKA 01

Fight!  MORIOKA 02

盛岡手づくり村（繫字尾入野 64）で、地
元の食品や工芸品などを、３割引きで購入で
きます。プレゼントや自分へのご褒美などで
購入を考えている人は、この機会をお見逃し
なく。実施時期や対象商品など詳しくは、同
手づくり村ホーム
ページなどでお知
らせします。
●対象期間／
８月から（予定）

県外の学校に通うお子さんを応援するため、盛岡の特産
品を詰め合わせた「もりおかエール便」を贈りませんか。
5000円相当の内容で、代金・送料は無料です。申し込み方

法など詳しくは、同手づくり村ホー
ムページなどでお知らせします。
●対象期間／６月７日㈪から
●  対象／市に住所がある人の子
で、県外に住む15歳以上25歳
以下の学生 ※海外に住む人を
除く

Fight!  MORIOKA 03

Fight!  MORIOKA 04 Fight!  MORIOKA 05

今回の宿泊割を利用して、泊まったこと
がない、泊まりたかった宿に足をお運
びください！ 当協会では 9月 30日㈭
まで、宿泊客向けのさんさ踊りの公演
「つなぎでつなぐ盛岡さんさ踊り」を毎

日開催しています。各地域の伝
統さんさの舞は圧巻ですよ。

盛岡では多くの若者が飲食業に従事していますが、その
中には、コロナ禍で経営がうまくいかず夢を諦めざるを
得ない人もでてきています。若い人が生き生きと頑張っ
ている街は「良い街」だと思います。モリオ☆エールな
どを利用して、飲食店を、若者の夢を応援しましょう！つなぎ温泉観光協会

佐々木 史
ふみ

恵
え
事務局長

●注意 注意 
・原則、チケットを購入した店舗のみで使用できます
　※ 系列店などの間で、相互にチケット利用ができる場合もあります

・チケットの額面に満たない場合は、お釣りが出ません
・ チケットは、購入前の予約と購入後の返品ができません
・ 利用できるチケットは、事前購入したチケットのみです
・ 購入店舗のサインなどが無いチケットは、使用できません

買う買う食べるべる食べるべる

泊まる泊まる

泊まる泊まる

つなぎ
さんさ▶

●注意 注意 
・ 他の割引クーポンとの併用は、宿泊
施設によって取り扱いが異なります

・ この割引が適用されない宿泊プラン
があります

・ 同一宿泊施設の連泊は７泊までです

【問】盛岡地域地場産業振興センター
☎689-2201
盛岡手づくり村ホームページ▶

買う 泊まる泊まる

盛岡を盛岡を元気に！元気に！
食べるべる

盛岡を盛岡を元気に！元気に！
席の配置は、
正面や真横を避ける

会食中でも、会話する
ときはマスクを着用

箸やコップは使い回
さず、一人一人で

お酒を飲むとき、
①少人数・短時間で
②なるべく普段一緒
にいる人と
③深酒・はしご酒など
は控え、適度な酒量で

適度に！

もりおかエール便（一例）

F ight ! MORIOKA

株式会社  東家

髙橋　大
まさる

専務取締役

【問】盛岡商工会議所応援
チケット係  ☎ 624-5880

市ホーム
ページ▶

※ チケット販売については、対象店舗に
お問い合わせください


