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さんは、消防団とその活
動のことをどのくらい知っ

ていますか。今号の特集では、
地域を守る消防団の活動内容
や、団員になったきっかけ、やり
がいなどを紹介します。

【問】消防対策室 ☎626-7404
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こ の ま ち はこ の ま ち は
私たちが守る！私たちが守る！



　22歳のときに近所に住んでいる分団長に誘
われて入団しました。小さい頃から人助けを
したい、人のために何かしたいと思っていた
ので、迷いはありませんでした。災害時は、
現場で判断し、臨機応変な行動が求められる
ため、実際の消火活動をイメージして日々訓
練しています。火災の規模が大きいと鎮火に
時間がかかるため、体力的につらいときもあ
りますが、町内の人から感謝されると、やっ
ていてよかったなと思います。消防団は、町
内会の一員としてお祭りにも参加するなど楽
しいことも多いため、少しでも興味がある人
は気軽に入団してほしいです。

　高校生のとき、消防団に入っていた知り合いか
ら話を聞いて興味を持ち、消防演習の見学で消防
団のかっこいい姿を見て入団を決めました。ラッ
パ隊に所属し、入団するまで楽器の経験はなかっ
たものの、先輩の優しい指導のおかげで演奏がで
きるようになりました。花巻市で働いているた
め、仕事後のラッパ隊の活動と分団の会議への移
動は大変ですが、練習するたびに上達していくの
が分かりますし、他の団員の皆さんと交流するの
は楽しいです。多くの人と関わるうちに、苦手
だったコミュニケーションを積極的に取れるよう
になるなど、私にとって消防団は人としても成長
できる場所になっています。

女 性女 性 やや 若 者 もも 活 躍 中 ！活 躍 中 ！

「 員 紹防 動の消 」 介団 を活

市消防団協力事業所表示制度

団 員 イ ン タ ビ ュ ー

普段は別の仕事をしていますが、いざという時は私たちのまちを守る消防団。

身近な地域貢献として活躍する二刀流のヒーローたちと、消防団のあれこれを紹介します。

　　　　「安全･安心なまち　もりおか」を守る

　　消防団員の皆さんには、日々の仕事の傍ら、市民の生命・
身体および財産を守るため、消火活動や警戒活動など昼夜を問わ
ず献身的に消防団業務に取り組んでいただいて
います。新型コロナウイルス感染拡大により、
訓練や研修などの活動が思うようにで
きない状況ですが、コロナ禍でも
災害は待ってくれません。こ
れまで以上に力を合わせ、「安
全・安心なまち もりおか」を一緒
に守っていきましょう。
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《人のために活動できる消防団》

地域の安全 · 安心を
守ります。

普段は造園士

庭を造ったり、
庭木の手入れを
しています。

協力事業所インタビュー

消防団活動に協力し、地域とつながりましょう！

　市消防団協力事業所に認定されて本年で10年目。こ
れまで、地元の消防団に訓練などのため、会社の土地
を貸したり、従業員が消防団活動に参加できるよう
配慮したりしています。協力事業所として地元に
貢献できることはうれしいことであり、誇りでも
あります。パトロールを欠かさず、地域の安全を
守ってくれている消防団には、これからもでき
る限り協力していきます。

㈱石名坂  藤原　猛
たけし

代表取締役

地域の安全・安心を守る消防団員
として活動してみませんか。
【対象】市内に在住または勤務する、
 18歳以上の健康な人
【問】消防対策室 ☎ 626-7404

今 あなたの力が必要です

私
の

▶消防庁動画チャンネル（ユーチューブ）で消防団の活動の　
　様子を見ることができます。

２ 広報もりおか ３. ９. １ 広報もりおか ３. ９. １　 ３

　市では、２人以上の従業員が消防団に入団しているか、従業員
の消防団活動に積極的に配慮しているなど、市消防団に協力する
事業所に、「消防団協力事業所表示証」を交付しています。地域
への社会貢献を広く周知し、地域住民への
理解を深めることで、消防団員の入団数を
増やすための制度です。協力事業所一覧や
申請方法など詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。　【広報ID】1000961

消防団 QQ＆A

第13分団所属　中村　修
の ぶ ひ ろ

啓さん(25) 第22分団４部所属　吉田　千
ち

早
は や

さん(19)
現場に出動！

《人として成長できる消防団》

活動が自分の
自信につながる！

人のために何か
したいという夢
がかなった！

苗木の植え付け
や、木の伐採を
しています。

ラッパ隊は号令
など伝達の役目
があります。

　生演奏は
かっこいいですよ！

楽器未経験で
も練習が楽し
い♪

消防演習を見
て入団を決意！

仲間もたくさん
できました

水難救助隊の訓練の様子

航空支援隊の
訓練の様子

市消防演習でのラッパ隊の演奏の様子

　消防署員は、消防業務を専業としているのに対し、消防団
員は、本業である会社員や自営業、主婦などの傍ら、火災・
災害時には職場や家庭の理解を得て現場へ駆けつけ、消火・
救助活動を行います。
▶消防団員は特別職（非常勤）の地方公務員です。
▶退職時には、勤務年数などに応じて退職報償金が支給されます。
▶消防団活動により負傷した場合は、公務災害補償制度に基づ 
　いた補償が受けられます。

　本市の消防団員は４月１日時点で、男性1006人、女性82
人の合計1088人。地域に必要な団員数として定められてい
る定員は1499人なので、市の地域防災の中心的役割を担う
消防団員が不足しています。

　基本的に各地域の分団単位で、火災や大規模災害が発生し
たときに団員が出動します。災害現場だけでなく、戸別訪問
による防火指導や地域行事の見回りなど、地域に密着した活
動を幅広くしており、体力に自信のない女性団員なども活躍
しています。
　このほか、市消防団にドローンを使った航空支援隊や救助
用ボートを使った水難救助隊などを編成し、先進的な防災活
動に取り組んでいます。また、消防団の式典や行事で演奏す
るラッパ隊は団員の士気を高めています。

A

消防団員と消防署員は
どのように違うのですか？Q1

市内には何人の団員がいますか？Q2

どんな活動をしていますか？
やはり体力が必要なのでしょうか？Q3

A

A

　火災消火のためのポンプ操法訓練や大規模災害に備えた救
助・救出訓練、負傷者の応急救護処置に対応するための研修
会などをしています。休日や仕事が終わった後などにそれぞ
れの仕事や家庭などの都合に合わせて参加し、無理のない範
囲で活動しています。

いつ、訓練や活動をしているんですか？Q4
A

私
の

　「興味はあるけど、実際にどんな活動をしているか分か
らない」「自分の体力で活動できるか不安」。そんな不安や疑
問にこたえるため、市消防団では入団体験や訓練の見学を実
施しており、「訓練の様子」や「消防団の雰囲気」を体感でき
ます。

体験や見学はできますか？Q6
A

　いざという時に役立つ災害対応の知識を得られるだけでな
く、さまざまな職種や世代の人との関わりができるため、地
域とのつながりも深まります。また、「いわて消防団応援の
店※１」を利用すると特典や割引などのサービスを受けられ
ます。学生は、「盛岡市学生消防団員活動認証制度※２」に
より、就職活動などで地域社会に貢献してきた実績をア
ピールできます。航空支援隊活動のためのドローンの操縦
資格やポンプ車の運転に必要な準中型免許取得のための助
成を受けられる場合もあります。

消防団員になると
何かメリットがありますか？Q5

A　

※１／いわて消防団応援の店
消防団員を地域ぐるみで応援するため、団員
やその家族を対象に、割引などのサービスを
提供している事業所や店舗のことです。
　　▶登録店舗など詳しくは、県ホームページをご覧ください。

※２／盛岡市学生消防団員活動認証制度
地域防災の担い手となる若手層への入団促進の
ための制度。大学生や大学院生、専修学生、専門学生が消防団員として地
域社会へ貢献した実績を企業などにアピールできます。認証された学生に
は、認証状・認証証明書が交付されます。

普段は林業従事者
地域の安全・安心のために
頑張る消防団員を応援！

就職活動を支援！

消防署員と

違う？
メリットは？

もっと知りたい
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分団長に誘わ
れて22歳で入
団！

いざというと
き消火活動で
人々を助ける

お祭りにも参
加♪  交流が
深まります

消防団員6年目の　 私がお答えします
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「ごみ」とは、いらなくなったものや使わなくなっ
たものから「資源を分別して残ったもの」のことを言
います。
私たちの生活に欠かせない、ペットボトルや食品の
容器などの多くは、石油や木材などの「資源」が姿を
変えたもので、使用済みでも「ごみ」ではありません。
今ある限られた資源を大切にし、一人一人がごみの
分別を考えて行動していくことが、環境を守るために
重要です。

目 標
令和８年度までに１人 1 日当たりの
ごみの排出量を 448㌘にする。

現在の状況 ▶ 令和２年度のごみの排出量の実績は、1人1日当た
り487㌘。平成30年度までは減少傾向でしたが、令和元年度から
増加に転じています。目標達成には 1 人 1 日当たり 39㌘、年間で
は 14㌔㌘のごみの減量が必要です。 私たち一人一人が毎日少しずつ減量に取り組むことで達成できる目標です。

39㌘を身近なもので例えると…
ボックスティッシュの
空き箱約１個分

新しい生活様式と
資源やごみの関係

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、リモートワークや外
出を自粛する生活が増えました。このような新しい生活様式の浸透
により、資源やごみの排出量はどのように変化したのでしょうか。

　市は、平成 29 年度から、集積場所に
出されたごみの量や分別状況などを地区
ごとに分析しています。お住まいの地区
の状況を振り返り、ごみの減量と資源再
利用のために行動してみませ
んか。

ごみを処理するためには、
地域のごみ集積場所から収
集し、燃やしたり埋め立て
たりしなければならず、多
額の経費が必要です。この
金額は盛岡タカヤアリーナ
の建設費用とほぼ同額です。
ごみを処理するためには、
毎年こんなにものたくさん
のお金がかかっています。

外出自粛の影響など
で在宅時間が増えたことにより、家
庭内の不用品の整理などが進み、不
燃ごみの排出量が 7.8㌫（市全域）増
加※。また、家で飲食をする機会が
増え、びん・缶・ペットボトルの排
出量が 4.3㌫（盛岡地域）増加※した。

めぐるちゃんの環境とお財布に優しい

ごみ減量の
おはなし

資源・ごみの収集日や資源・ごみの収集日や
分別に迷ったときは…分別に迷ったときは…

７月１日から開始したサービス、ごみ分別
アプリ「さんあ～る」を使ってみませんか。
収集日を前日と当日に通知したり、品目ごと
の資源の出し方などを検索で
きたり、便利な機能がたくさ
んあるので、ぜひ、ダウンロー
ドしてみましょう。

Android用
QRコード▶

詳しくは市ホームページへ▶

iOS用QR
コード▶

プラスチック製容器包装のプラスチック製容器包装の
分別のポイント分別のポイント

盛岡市のごみ処理経費は1年間で

32億5000万円！！32億5000万円！！

❶  容器にプラマークが付いている
か確認する

❷ 食べかすなどの固形物は取り除く
❸  値札シールなど剥がせない

ものは付いたままでも良い
❹  洗い流せない油染みなどは

付いたままでも良い
❺  洗剤やシャンプーの容器など、食料品以外のも

のに使用された容器包装で中を洗うことが難し
いものは、使い切って容器を逆さまにして中身
が垂れてこなければそのまま出して良い

旬の県産食材を使った、フライパン１つで作るエコクッキング旬の県産食材を使った、フライパン１つで作るエコクッキング

材 料
県産サケの切り身 ２切れ
塩こしょう 適量
県産シイタケ 大 4 枚
薄力粉 30ｇ
バター 30ｇ
残りご飯 200ｇ
水 400㏄
粉末だし 小さじ２杯
パルメザンチーズ 大さじ２杯

燃やす・
砕く

集める
９億
8000万円

３億
3000万円

18億
5000万円

埋める

その他 9000万円

（令和元年度）

32億
5000万円

1人1日当たり
39㌘のごみ減量を目指そう！39㌘のごみ減量を目指そう！

秋のリゾット  秋鮭ムニエル添え（協力：菜園調理師専門学校）

1人1日当たり39㌘の減量

年間だと14㌔㌘

▶

▶旬の食材は気候に合っ
た栽培でコストが少ない

上に、栄養価が高く価格も安い
▶県産食材は運搬コストが少ない

▶無駄になる部分が少な
い食材を使う

▶手で調理するため、まな板など
の洗い物が減り、節水につながる

�▶残りご飯を使うことで
リゾットが短時間に仕上
がり、省エネにつながる

�▶フライパン 1つで料
理を作るため洗い物が減
り、節水につながる

エコレシピ
❶ サケに塩こしょうで下味をつける
❷  シイタケはいしづきを取り、４等分に手で

さく
❸  ①に薄力粉をまぶし、バターを溶かしたフラ

イパンで両面を焼き、ムニエルを作る
❹  ③のムニエルを取り出し、そのまま中火に

かけバターを焦がし、風味をアップさせる
❺  ④にシイタケを加えて炒め、水と粉末だ

し、残りご飯を加え、リゾットを作る
❻  ５分ほど煮込み、水分がほとんど無くなっ

たら火を止め、パルメザンチーズを加え
て混ぜ、塩こしょうで味を整える

❼  お皿に⑥を盛り付け、③のサケのムニエ
ルをのせたら完成

家庭や飲食店などで無駄になった食品を
国民１人当たりに換算すると、年間 47㌔㌘※１

にもなります。
総務省の家計調査をもとに、家庭で無駄にした食

べ物をお金に換算すると、２人以上の世帯で毎月約
3000 円※２、年間にすると、約３万 6000 円にもな
ります。
※１／平成 30年度�農林水産省推計値参照
※２／�８万 198円 (2020 年総務省家計調査 2人以上の世帯の食

料支出 ) ×食品ロス率 3.7㌫�( 平成 26 年度農林水産省食
品ロス統計調査 )＝ 2967円

日本の食品ロスは

1年間で600万トン！600万トン！※１

変化 11 テイクア
ウトやフードデリバリー
を利用する機会が増
え、プラスチック製容
器包装の排出量が 8.2
㌫（市全域）増加※。ま
た、可燃ごみの中に、
プラスチック製容器包
装や食べ残しなどの食
材が混入するケースが
多くなった。

変化 33

変化 22 インターネット通販の
利用が急速に増え、梱包などの段
ボールの排出量が 24.0㌫（盛岡地
域）増加※した。

Try！Try！
わける

Try！Try！
つかう

分別をきちんとするなど、
一人一人がやれることから

行動してみましょう！

Try！Try！
つくる

H27

500

480

460

440

420
H28 H29 H30 R 元 R ２ R ８

488488
479479 478478 480480

487487

448

498498

（g）

（年度）

目標達成まで
あと39㌘！

ごみ減量・リサイクル
シンボルキャラクター

めぐるちゃん

※令和２年度実績（令和元年度比）

可燃ごみにペットボト
ルが混入している様子

食品が廃棄されている
様子

【問】資源循環推進課  ☎ 626-3716

みんなでTry！

  減量アクション減量アクション

ごみを減らしたり、

食品を無駄にしないことが、

環境問題のためだけではなく、私たちの

お金を大事にすることにもつながって

いるんだね。環境とお財布に優しい

生活をしていきましょう！

［１人１日当たりのごみの排出量］

［市のごみ処理経費］

　盛岡市一般廃棄物処理基本計画では、１人１日当たりのごみの排
出量を平成27年度実績の498㌘から、令和８年度までに10㌫（50
㌘）減量することとしています。

ごみ減量に取り組むことは、
より良い暮らしに
つながります！

●●② 桜城地区
令和元 令和２

1 C C 501.0㌘
2 A A 72.0％

●●●⑧ 北厨川地区
令和元 令和２

1 A A 465.3㌘
2 A A 76.0％

●⑭ 加賀野地区
令和元 令和２

1 D B 487.3㌘
2 A B 44.0％

●⑳ 太田地区
令和元 令和２

1 D D 581.3㌘
2 B B 40.0％

●③ 上田地区
令和元 令和２

1 A A 447.7㌘
2 B A 56.0％

●⑨ 西厨川地区
令和元 令和２

1 C C 520.0㌘
2 B B 38.0％

●⑮ 杜陵地区
令和元 令和２

1 D D 578.1㌘
2 A B 44.0％

●㉑ つなぎ地区
令和元 令和２

1 A A 419.5㌘
2 A A 52.0％

●④ 緑が丘地区
令和元 令和２

1 B C 503.0㌘
2 A B 46.0％

●⑩ 土淵地区
令和元 令和２

1 B D 525.9㌘
2 B B 42.0％

●⑯ 大慈寺地区
令和元 令和２

1 C B 485.4㌘
2 A A 52.0％

●㉒ 中野地区
令和元 令和２

1 C C 509.6㌘
2 B B 38.0％

●⑤ 松園地区
令和元 令和２

1 D D 581.1㌘
2 A A 56.0％

●⑪ 東厨川地区
令和元 令和２

1 B C 503.3㌘
2 B A 54.0％

●⑰ 上米内地区
令和元 令和２

1 D D 561.4㌘
2 A B 40.0％

●㉓ 簗川地区
令和元 令和２

1 A B 473.7㌘
2 B B 40.0％

●⑥ 青山地区
令和元 令和２

1 B C 500.9㌘
2 A A 54.0％

●⑫ 城南地区
令和元 令和２

1 D D 564.4㌘
2 B B 42.0％

●⑱ 仙北地区
令和元 令和２

1 C C 507.2㌘
2 B A 50.0％

●㉔ 都南地域
令和元 令和２

1 A A 453.7㌘
2 B B 29.3％

●① 仁王地区
令和元 令和２

1 D D 528.1㌘
2 A B 40.0％

●⑦ みたけ地区
令和元 令和２

1 B C 505.3㌘
2 A B 46.0％

●⑬ 山岸地区
令和元 令和２

1 C C 518.2㌘
2 A A 54.0％

●⑲ 本宮地区
令和元 令和２

1 A B 475.9㌘
2 B C 20.0％

●㉕ 玉山地域
令和元 令和２

1 C C 516.2㌘
2 A B 44.0％

1   家庭ごみの排出量
　1人 1日当たりに換算

A：473㌘以下（目標値）
B：473㌘超〜 498㌘以下
C：498㌘超〜 523㌘以下
D：523㌘超

2   おおむね分別できている
　ごみ袋の割合

A：50%以上（目標値）
 B：25%以上〜 50%未満
C：25%未満

表の見方

盛岡市全域
令和元 令和２

1 B B 487.0㌘
2 A B 45.3％

※目標値などは、市一般廃棄物
　処理基本計画で定めています

あなたの地区地区の
ごみの排出状況ごみの排出状況をチェック！

●②

●③●⑦
●⑧

●⑫

●⑬
●①

●⑮ ●⑯

●⑰

●⑱

●⑳●㉑
●㉒

●㉓
●㉔

●㉕

●⑨

●⑪

●⑩

●⑥

●⑲

●⑤
●④

●⑭

※�地図の丸数字は下表
の地域を表しています

誰一人取り残されることなく、この地球で安心して暮
らし続けられることを目指す世界共通の目標が S

エスディージーズ

DGs。
2030年を達成年限として、17の目標と169のターゲッ
トから構成されています。

ごみを減量することで、６つの目標に貢献できます。

ごみの減量とSDGsSDGs
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　農林水産物や製造品、飲食物などで、確かな品質と優れた
技術があるものを「盛岡ブランド品」として認定しています。
現在盛岡ブランド品は、89もの商品が認定されています。

　盛岡ブランド品の中で、特にも「盛岡を想起させる」15
の商品を「盛岡プレミアムブランド品」に認定しています。
７項目の審査により認定会議で認定を受けた、高い技術力や
希少性のある商品ばかりです。

　市は「もりおか暮らし物語」をキャッチコピーに、盛岡らしさや盛岡の価
値に着目し、ブランドづくりを進めています。中でも、盛岡生まれの特産品
を「盛岡ブランド品」、「盛岡プレミアムブランド品」として認定し、全国
に向けて発信しています。今号から３回シリーズで、盛岡ブランド品の魅力
について紹介します。

盛岡ブランド品
歴史や技術がギュッ！っと詰まった

■もりおか 味と工芸展2021

 ９月17日㈮～20日㈪
 カワトク（菜園一）
 1036452

を知ろう！

【問】ものづくり推進課☎626-7538

◀繭玉の形や風合いを生かし、四季折々の植
物や人形などを作る繭クラフト。

螺
ら

鈿
で ん

細工（澤井工房）

繭細工（工房 夢
ゆ め

繭
ま ゆ

＊花
か

）

次回は、
盛岡ブランド品を
詳しく紹介します

盛岡ブランド品の一例

vol.１

盛岡ブランド品の一覧▲

盛岡プレミアムブランド品の一覧▲

　盛岡の「食」と「職」の技が大集合！
盛岡ブランド品も数多く出店しますの
で、ぜひお越しください。

昨
年
の
同
展
の
様
子

▶貴重な県産漆を使った漆地に、アワビ
貝や夜光貝をのせて研ぎ出し作成した、
アクセサリーや小物入れなど。

盛岡ブランド品

盛岡プレミアムブランド品

【問】消費生活センター☎624-4111
悪質商法撃退キャラクター
がんがんくん

還付金詐欺にご注意ください！

万が一トラブルに遭ったときは、
同センターへご相談ください

　市内をはじめ、県内では自治体職員をかたり「介護保
険料の還付がある」などと言い、最寄りのATMに誘導
し、入金させようとする不審電話が多発しています。

　市役所の健康保険課を名乗り、「国民健康保険の還付
金について書類を送ったが、届いているか」という電話
があった。届いていない、と伝えると「期限が３月31
日だったが、本日のみ限定対応する。ATMに行き、到
着後に案内するコールセンターにかければ、返金方法を
案内する」と言ってきた。不審に思い、詐欺ではないか、
と伝えると、電話を切られた。

実際の事例

手口の特徴　その１
市役所など公的機関の職員を名乗り、
「介護保険料」や「医療費」、「税金」
などの還付があると告げる

・市役所や金融機関などの職員が電
　話でATMへ誘導、操作を案内す
　ることは絶対にありません。その
　ような電話を受けたら、すぐに切
　りましょう

手続き期限が「今日まで」や
「今なら間に合う」とせかし、ス
ーパーなどにある無人のATMに
誘導する

手口の特徴　その２

手口の特徴　その３
電話でATMの操作方法を指示
し、言葉巧みにお金を振り込ま
せようとする

☞トラブルに遭わないために

・不審な連絡があったときは、すぐ
　に消費生活センターへ連絡をしま
　しょう

・還付金に心当たりがある場合でも、
　すぐにATMに行かず、市の担当
　課に確認の電話をしましょう

こんな手口に要注意！

認知症は、誰にでも起こり得る脳の病気です。
もし家族が、友人が、自分が認知症になったら？
認知症であってもなくても、住み慣れた地域で共
に暮らしていくためには、地域全体で支えること
が大切です。認知症の人やその家族を理解するた
め、まずは認知症について知ることから始めてみ
ませんか。
【問】長寿社会課☎613-8144

認知症になっても
　安心して暮らせるまちへ

　1994年（平成６年）９月21日、スコット
ランドのエディンバラで第10回国際アルツハ
イマー病協会国際会議が開催され、アルツハ
イマー病などに関する認識を高め、世界の患
者と家族に援助と希望をもたらすことを目的
に、毎年9月21日を「世界アルツハイマーデ
ー」と制定しました。また、９月を「アルツ
ハイマー月間」と定め、認知症への理解を呼
びかける活動に取り組んでいます。

オレンジライトアップ
東北電力ネットワーク㈱
岩手支社の協力により、
マイクロ波無線鉄塔がオ
レンジ色にライトアップさ
れます。

認知症特設コーナーの設置
認知症に関連する図書を展示・貸し出します。
【問】渋民図書館☎683-2167

　認知症カフェは、認知症の人を支える家族や専
門職、ボランティアなどさまざまな人が運営する、
認知症について「知る」「学ぶ」「考える」ことがで
きる場所です。認知症の人やその家族、認知症支援
に関心のある人など、誰でも気軽に参加できます。
【広報ＩＤ】1034002

　認知症の人がスタッフとなり、カフェメニューの
販売をする「注文をまちがえるカフェ」。令和元年
度から飯岡・永井地区で開催しています。本年度
は７月に開催し、キッチンカーでの販売のみでした
が、注文を間違えたとしても、その状況を受け入れて
「ま、いっか」と楽しめる雰囲気を大切にしています。
【広報ＩＤ】1035458

表　開催している認知症カフェ
名称 開催日 場所 費用 問い合わせ

いちご会 土曜または日曜の月
１回、13時半～15時

第二のわが家「ほっとり
ほーむ」デイサービスセ
ンター（山岸四）

無料
第二のわが家「黒石野」デイサー
ビスセンターの西舘さん
☎665-2660

カフェ・ド・みたけ 第１日曜、10時～12
時※出入り自由

カフェ・ド・みたけ
（みたけ六） 200円 石蕗の会の野中さん☎641-7580

ゆざわの森カフェ
第３月曜、13時半～
14時半※祝日の場合
は翌日に開催

湯沢地域交流活性化セン
ター（湯沢西三）

無料※コーヒ
ー代100円

都南あけぼの荘介護支援センター
☎639-2528
飯岡・永井地域包括支援センター
☎656-7710

認知症の人と家族
の会岩手県支部盛

岡の「つどい」
第４土曜、13時半～
15時半※要電話予約

アイーナ６階
（盛岡駅西通一） 無料

認知症の人と家族の会岩手県支部
☎0120-300-340
いわて認知症電話相談
☎0197-64-5112※平日９時～17時

どんぐりのカフェ １～２カ月に１回 一ノ倉邸（安倍館町） 300円
在宅緩和を考える「どんぐりの会」
の北岡さん☎080-1830-3479
青山和敬荘地域包括支援センター
☎648-8622

おしゃべりカフェ
in ケアコート

もりおか
第４火曜、13時半～
15時※要電話予約

介護老人保健施設ケアコ
ートもりおか（青山一） 無料 介護老人保健施設ケアコートもり

おかの秋元さん☎613-2303
※ この他にも、新型コロナウイルス感染症の影響により現在開催していない認知症カフェや、介護家族が悩みを相

談したり、交流できる家族会もあります。詳しくは、長寿社会課へお問い合わせください

９月はアルツハイマー月間

　平成20年から、介護者の家族を中
心に、当事者だけでなく認知症への
理解を深めたい人など、誰もが参加
できるお茶会を月１回開催しています。
参加者からは、「このような場所があ
ると分かるだけでも救われる」「１人
ではないと思えることが何より支え

認知症についての検診や相
談窓口などの情報を掲載し
ています

になっている」との声も。誰にでも認
知症家族や当事者になる可能性はあ
ります。たとえそうなっても、一人一人
のよりどころとなる場所が身近にあ
ることを知るだけで、安心につながり
ます。コロナ禍でもつながりが途絶
えないよう、活動を続けていきます。

認知症の人もそうでない人も、地域でつながるために―

認知症カフェ 注文をまちがえるカフェ

認知症支援の色は
オレンジ

認知症みまMori（盛）ネット

第二のわが家
「いちご会」事務局
西舘　淳

じゅん

也
や

さん

地域で
つながる

認知症カフェ
インタビュー

７月に開催した「注文をまちがえるカフェ」の様子

「いちご会」の皆さん
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㈰・20日㈬、全４回、13時半～15時半
 プラザおでって（中ノ橋通一）
 40人※小学生～高校生の初心

者。小学３年生以下は保護者同伴
 1000円
 往復はがき：必要事項を記入し、

〠020-0871中ノ橋通一丁目１-10盛
岡観光コンベンション協会へ郵送。
９月17日㈮必着※応募多数の場合は
抽選

 1036206

環境学習講座ecoキッズ「大学生
と一緒にエコバックを作ろう！」

環境企画課　☎626-3754
着なくなった衣類をエコバックにリメ
イクします。

 ９月25日㈯10時～12時
 エコアス広場（上田字上堤頭）
 15組40人※４歳～12歳の子と保

護者　  28円
 電話・e

エ コ

coもりおか
応募フォーム：９月15日
㈬17時まで

お父さんと一緒にバドミントン体験
いーはとーぶスポーツクラブ

☎622-1110　   ihatov@iispo.jp

父と子でバドミントンを体験します。
 ９月25日㈯９時45分～11時半
 盛岡体育館（上田三）
 12組※小学３～６年生と父親
 １組500円
 メール・LINE：９月10

日㈮まで
 1036171

市民登山 in 三ツ石山
市山岳協会の三浦さん

☎090-2988-5362

山岳ガイドと一緒に、豊かな自然と
裏岩手の紅葉を楽しみます。

 ９月25日㈯７時～15時
 三ツ石山※集合は網張スキー場

（雫石町）
 30人※体力に自信のある小学４年

生～70歳。中学生以下は保護者同伴
 4300円
 電話：９月15日㈬まで
 1036211

もりおか女性センター
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10
☎604-3303　ファクス601-4031

 mederunet@sankaku-npo.jp
　

■もりおか女性センターフェスティバル
①「マイ・ブックショップ」などの映画
を通して男女共同参画社会を考えま
す※一部オンライン上映有り。②同
センター利用団体の活動紹介を展示
します。時間など詳しくは、お問い合
わせください。

 10月８日㈮・９日㈯
 プラザおでって（中ノ橋通一）
 ①各５0人　  ①各３人※６カ月

～就学前の子。１回500円
 電話・応募フォーム：

９月８日㈬12時から　
 1001892

■就労支援・スキルアップ講座
　「エクセル集中講座」
エクセル基礎から応用までを習得。各
回前半はソフト自主学習、後半は講義。

 10月18日～29日、月・水・金曜、
全６回、10時半～12時

 １0人※基本操作ができ、就労を
目指している、またはスキルアップし
たい就労中の女性

 ３人※６カ月～就学前の子。１回500円
 郵送・ファクス・メール・応募フォ

ーム：９月６日㈪12時～
17日㈮16時まで※必着

 1032829

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。

 ９月14日～28日、火曜、10時～
16時※出入り自由・マイカップ持参

 1036225
■親子ふれあい事業「影絵をみよう♪」
手遊びやギターの生演奏を織り交ぜ
た影絵のステージを楽しみます。

 10月10日㈯11時～12時
 50人※親子　
 電話・窓口：９月４日㈯10時から
 1036226

■盛岡文士劇公演チケット一般販売
「アイは猫である（仮題）」「口上」
「人間万事　金の世の中（仮題）」の
３演目。

 12月４日㈯は17時半～20時、５日
㈰は13時～15時半と17時半～20時

 全席指定。3000円
 同劇場と市民文化ホール、キャラ

ホール、姫神ホールは10月７日㈭９
時から、市内プレイガイドは同日各
開店時刻から、ローソンチケットは
同日10時から　  1036504

総合プール
〠020-0866 本宮五丁目３-１

☎634-0450

■９月前期水球教室
 ９月２日～14日、火・木・金曜は18時

半～20時半、土曜は16時半~18時半、
日曜は14時～16時

 小・中・高校生
 月４回コース：3300円、月８回コ

ース：5500円
 電話・窓口：随時受け付け
 1036207

■障がい者スポーツ教室
①鉄棒と跳び箱、マット運動②クロ
ールの習得を目指します。

 ①９月９日㈭②22日㈬、17時半～
18時半

 各10人※知的・発達障がいのあ
る小学生　

 各660円
 電話：各開催日の１週間前まで
 1036208

●施設の利用制限
大会のため次の期間は利用できません。

 ９月４日㈯・５日㈰

盛岡タカヤアリーナ
〠020-0866 本宮五丁目４-１

☎658-1212

■卓球教室
 10月８日㈮・18日㈪・28日㈭・11

月４日㈭・11日㈭、全５回、10時～
12時

 32人※18歳以上　  3300円
 電話：９月10日㈮10時から　
 1029210

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

■おでって短編シアター
　「立川只四楼　ふるさと独演会」
市出身の落語家立

た て

川
か わ

只
た だ

四
し

楼
ろ う

が「芝
浜」などの落語を披露します。

 10月23日㈪15時～16時半
 2000円
 窓口・応募フォーム：受付中
 1036130

中央公民館
〠020-0013 愛宕町14-１

☎654-5366　ファクス653-3505
 chuo.ph@city.morioka.iwate.jp

　
■図書室展示「野村胡堂にふれる」
岩手ゆかりの作家野村胡堂の著書や、
ゆかりのある人物の図書の展示と貸
し出し。

 ９月14日㈫～10月15日㈮
 1036220

■「もりおか歴史散歩～150年前の奥
　州街道を歩く～」
明治天皇や吉田松

しょう

陰
い ん

、伊能忠
た だ

敬
た か

が盛
岡に来たエピソードを通して歴史を
学び、市内を散策します。

 10月２日・９日・23日、土曜、全３
回、10時～12時

 ９日のみ鉈屋町周辺※集合はもり
おか町家物語館（鉈屋町）

 15人※小学５年生以上、小学生は
保護者同伴　  520円

 ファクス・往復はがき・応募フォー
ム：９月23日㈭必着※応募多数の場
合は抽選　  1036221
■ 読書ボランティア養成講座
読書ボランティアと、読み聞かせの
知識・技術を学びます。

 10月９日・23日・11月６日・20日、
土曜、全４回、10時～12時※10月23
日・11月６日は10時～11時半

 12人※読み聞かせの初心者
 ファクス・メール・往復はがき：９

月20日㈪必着※応募多数の場合は
抽選　  1036222
■ 胡堂の魅力 再発見！ 野村胡堂・あ

らえびす記念館を訪ねて　
野村胡堂の魅力を再発見する講座。

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１

☎643-2288

■パソコン初心者教室
 ９月28日㈫～30日㈭、全３回、

13時～16時　
 10人　  3150円
 電話：９月17日㈮10時から
 1030481

■初心者のための俳句教室
 ９月30日・10月14日・28日、木曜、

全３回、13時半～15時半
 10人　  500円
 電話：９月８日㈬10時から
 1026957

松園地区公民館
〠020-0106 東松園二丁目５-３

☎661-8111

■軽登山・トレッキング（秋）
 ９月24日㈮９時15分～15時
 鞍

く ら

掛
か け

山（滝沢市）※集合は同公民館
 13人※登山経験のある20歳以上
 900円
 往復はがき：９月13日㈪必着
 1036081

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸１-50

☎681-2100

■合
ご う

子
す

形
な り

兜
かぶと

実物公開
黒田官兵衛ゆかりの兜を公開します。

 ９月13日㈪～９月26日㈰まで
 入館料が必要　  1020522

■企画展「杉村濬・陽太郎～日本と
　世界をつないだ外交官」
明治から昭和期に外交官として活躍
した杉村濬

ふかし

・陽太郎父子の業績を紹
介します。

 ９月13日㈪～11月21日㈰
 入館料が必要　  1021353

▶シリーズ講座　対談「杉村濬・陽太
　郎と私～外交官としての生き方～」

先人記念館
〠020-0866 本宮字蛇屋敷２-２

☎659-3338

同父子の遺族で、元ペルー大使の青
木盛

も り

久
ひ さ

さんと同館館長の対談。
 10月２日㈯13時半～15時　
 40人　  電話：９月18日㈯９時から
 1023603

▶展示資料の解説
同企画展の見どころを解説します。

 10月17日㈰・11月14日㈰、13時半
～14時　  各40人

 入館料が必要　  1021353
▶学芸員講座「杉村濬・陽太郎につ
　いて」

 11月３日㈬13時半～14時半
 40人
 電話：９月18日㈯９時から
 1021506

区界高原少年自然の家
〠028-2631 宮古市区界２-111

☎0193-77-2048
 sizennoie@city.morioka.iwate.jp

■区界高原の自然環境を守る活動
指定外来植物の防除や兜明神岳登
山、自然散策をします。

 ９月18日㈯９時～15時
 20人※小学生以上。小学生と中

学生は保護者同伴
 100円
 はがき・メール：９月13日㈪必着

ビジネススキル講座
都市戦略室　☎613-8370

デジタルトランスフォーメーションに
対応するため、デジタルツールを活用
したビジネススキルや事業の企画立
案について学びます。

 10月１日㈮～来年２月、月１回、
主に金曜、全５回、19時～20時半

 カワトクc
キ ュ ー ブ

ube-Ⅱ
ツ ー

（菜園一）
 30人※概ね25歳以下の社会人・

学生
 応募フォーム：９月１日㈬10時から
 1036407

山車太鼓親子教室
盛岡観光コンベンション協会　

☎621-8800

盛岡山車の太鼓打ちを学び、12月19
日㈰に発表します。

 ９月25日㈯・10月16日㈯・17日

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
マンツーマンで体組成の測定とトレ
ーニングの案内をします。

 ９月22日㈬・30日㈭、14時～16時
 各２人※18歳以上　
 各1100円※別途トレーニングル

ーム使用料が必要
 電話：９月６日㈪10時から
 1026304

■ランダムに体トレ
簡単な筋力トレーニングと全身のス
トレッチ。

 ９月27日㈪10時半～11時半
 10人※高校生を除く18歳以上
 550円　  電話：９月４日㈯10時から
 1036212

■さわやかピラティス教室
身体のゆがみを補正するエクササイズ

 10月１日・８日・29日、金曜、全３
回、10時～11時

 10人※18歳以上　  2211円
 電話：９月６日㈪９時から
 1024275

■骨盤ゆらっくす
骨盤体操などにより、骨盤機能の改
善を目指します。

 10月４日㈪10時半～11時半
 ７人※50歳以上の女性　
 550円
 電話：９月14日㈫10時から
 1030378

松園テニスコート
〠020-0103 西松園三丁目19-4

☎662-8778

 電話：９月６日㈪から、平日10時
～16時

 各８人※高校生を除く18歳以上
■初級テニス教室

 ９月21日～10月26日、火曜、全６回、
10時~11時半※雨天時は次週に延期

 9000円　  1031911
■初心者テニス教室

 10月２日～11月６日、土曜、全６回、
12時~13時※雨天時は次週に延期

 6000円　  1034247

 10月15日㈮９時～12時半
 野村胡堂・あらえびす記念館（紫

波町）※集合はマリオス１階正面玄関
前（盛岡駅西通二）

 14人  330円
 ファクス・往復はがき・応募フォー

ム：９月28日㈫必着※応募多数の場
合は抽選　

 1036223

上田公民館
〠020-0066 上田四丁目１-１

☎654-2333

■ 歴史講座「北からの日本史～ふる
さとの人々の生活と精神世界～」

世界遺産となる御所野遺跡や平泉仏
国土、聖像画家山下りんの「イコン」
などから、人々のくらしと信仰を学び
ます。

 10月２日・30日・11月６日、土曜、
全３回、13時半～15時半

 30人　  500円
 往復はがき：９月22日㈬必着※応

募多数の場合は抽選　  1016137

都南公民館
〠020-0834 永井24-10-１

☎637-6611
 kouza-kyara@mfca.jp

■はたらく女性応援講座　心を整え
　る手芸時間
３段の剣つまみ細工を作ります。

 10月３日㈰10時～12時
 20人※就労中の女性
 1000円
 メール：９月４日

㈯10時から
 1036230

剣つまみ細工

■子ども服交換会
着なくなった子ども服を交換します。詳
しくは市ホームページをご覧ください。

 10月15日㈮～17日㈰、事前持込
受付は９月15日㈬～10月13日㈬９
時～17時

 同公民館※事前持込受付は同公
民館事務室

 対象の古着をお持ちの人※当日は
入場制限あり　  1036232

中止

中止
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　各種相談  
内容 日時 場所 問い合わせ

夜間
納付相談

①９/７㈫・９㈭
　17時半～20時
②毎週木曜
　17時15分～19時

①納税課（市役所本庁舎別館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

補聴器
相談

９/16㈭
10時～11時半

盛岡地域福祉センター
（手代森14）

同センター
☎696-5640★

空き家・
不動産相談

９/８㈬
10時～15時

全日本不動産協会岩手県本部
（八幡町）

同岩手県本部
☎625-5900★

★要事前申し込み

休日救急当番医・薬局
※往診はできません
日 区分 名称 所在地 電話番号

９/５
㈰

鎌田内科クリニック 本宮二丁目20-１ 636-1725
えいづか内科胃腸科クリニック 緑が丘四丁目１-７ 663-7788
菊池整形外科・ 形成外科クリニック 清水町５-22 606-5100
よしだクリニック 西仙北一丁目30-50 635-8341
ながの歯科クリニック 津志田14-173 639-0124
あざみ薬局本宮店 本宮二丁目20-18 631-2888
ハーブ薬局 緑が丘二丁目８-26 665-2288
清水町調剤薬局 清水町５-18 654-7253
ひばり薬局 西仙北一丁目30-51 635-9797

９/12
㈰

和田内科医院 菜園一丁目３-６農林会館ビル３階 624-3853
森谷医院 高松三丁目11-29 663-1247
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
吉田小児科 梨木町２-13 652-1861
岡田歯科医院 中ノ橋通二丁目２-22 629-2526
どんぐり薬局たかまつ 高松三丁目11-23 661-6995
アイリス薬局 高松三丁目10-14 665-3030
ヨシダ調剤薬局 天神町11-４ 625-8148
ぺんぎん薬局 梨木町２-14 652-3345

　  内科　  外科・整形外科
　  小児科　  歯科　  薬局

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

■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。

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
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事前に電話をして
から来所してください。また、新型コロナウイルス・インフル
エンザなどの検査は実施していません

市立病院 本宮五丁目15-１
☎635-0101

平日 17時15分～★ 内科または外科
土・日曜、祝日 ８時半～21時半★ 内科・外科

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
★  ７月１日から、平日の17時15分以降および土・日曜、祝日の21時半以降は内科または外科医師

のみの１人体制となっています。また、８時半～21時半の間でも、内科または外科医師のみの場
合がありますので、来院前に市立病院へお問い合わせください

も
り

けんに挑戦
！も

り

け 挑戦挑
令和元年度３級問題（正解は12ページに掲載）
　右の写真は何という建物ですか。
①南部家別邸　②米内浄水場　③旧宣教師館　④旧石井県令私邸

２次救急医療機
関の受入診療科
はこちら

は、高松地区は９月６日㈪、見前地区
は８日㈬、市保健所周辺は10日㈮、太
田地区は13日㈪、青山地区は15日㈬、
いずれも10時から　  1022801

市地域防災リーダー養成講座
消防対策室　☎・ファクス626-7404

地域で防災活動を行うために必要な
知識を学びます。

 ９月25日㈯・26日㈰、全２回、９時
～16時　  50人

 盛岡中央消防署（盛岡駅西通一）
 電話・ファクス：９月17日㈮17時まで
 1032260

９月から産後ケア事業「デイサー
ビス型」が始まります
母子健康課　☎603-8303

産後のお母さんの体調管理や育児を
サポートする産後ケア事業に、新たに
医療機関で行うデイサービス型が加
わります。利用には事前申請が必要で
す。詳しくは、お問い合せください。

 令和３年６月１日以降に出産した
人※医療受診が必要な人を除く

 1023161

森林への立ち入り調査
林政課　☎626-7541

森林資源の状況を把握するため、市
内の森林に立ち入り、調査をします。
調査の際、立ち木に目印を付けたり、
下草を刈る場合がありますので、ご
了承ください。

 ９月上旬～11月下旬

緑の募金にご協力を
林政課　☎626-7541

市役所本庁舎本館１階の窓口案内所
に振込用紙を用意します。ご協力を
お願いします。※春季の募金額は
517万5410円でした。ご協力ありが
とうございました

 ９月１日㈬～10月31日㈰
 1008281

心と体を整えませんか
長寿社会課　☎603-8003

太極拳とヨガの緩やかな動きで、し
なやかな体づくりを目指します。

 各20人※60歳以上

「劇団モリオカ市民」公演の
出演者とスタッフ

盛岡劇場　☎622-2258
 kouza-morigeki@mfca.jp

来年3月５日㈯・６日㈰に公演する演
劇「新版 わたしのじゃじゃ麺」の出
演者とスタッフを募集します。

 高校生以上　  高校生3000円、
大学生以上5000円

 電話・窓口・メール：10
月26日㈫17時まで

違反はり紙除却ボランティア
景観政策課　☎601-5078

無許可のものや禁止された場所に貼
られている違反はり紙を除却するボ
ランティアを募集します。

  20歳以上で市内在住または在勤
の２人以上の団体

 市役所都南分庁舎２階の同課に
備え付け、または市ホームページから
ダウンロードした申請書に必要事項
を記入し、〠020-8532（住所不要）
市役所景観政策課へ郵送または持
参。随時受け付け　  1010263

市金婚記念祝品の贈呈
長寿社会課内、金婚慶祝会実行委員会

☎603-8003

本年度の金婚慶祝会は中止し、希望
者に11月22日㈪（予定）に記念祝品
を郵送で贈呈します。

 昭和46年１月１日～12月31日の
間に結婚した夫婦

 ①地域の老人クラブ会長に申し
込み②窓口：市役所本庁舎本館５階
の長寿社会課③はがきのいずれか。
９月30日㈭必着。②は同日17時半ま
で※電話とメール、ファクスでの申し
込みはできません
▶はがきで申し込む場合
はがきに夫婦の住所と名前・ふりがな、
生年月日、結婚年月日、電話番号を記
入し、〠020-8530（住所不要）市役
所長寿社会課内、金婚慶祝会実行委

員会へ郵送　  1006420

骨粗しょう症予防教室
健康増進課　☎603-8305

保健師や栄養士による、骨粗しょう
症を予防するための講話。

 ９月８日㈬・11月25日㈭、10時～11時半
 市保健所（神明町）　  各10人
 電話：各開催日の２日前まで

交通安全ゲートボール
くらしの安全課　☎603-8008

交通安全について学びながらゲート
ボールをします。

 60歳以上
▶講習会（ルール解説）

  ９月14日㈫は屋内ゲートボール
場（前九年三）、16日㈭は世代交流セ
ンター（西見前13）、いずれも９時～
11時半　  電話：９月10日㈮まで
▶大会
申し込み方法など詳しくは、お問い
合わせください。

 ９月30日㈭８時半～12時半
 県営運動公園サッカー場（みたけ一）
 ９月10日㈮まで　  1001113

保育士として働きませんか
子育てあんしん課

☎613-8347　ファクス652-3424
 kosodateansin@city.morioka.iwate.jp

保育士資格はあるが、現在保育所な
どで働いていない人（潜在保育士）
の就労支援のため、保育体験を開催
します。

 ①事前オリエンテーション：９月
15日㈬・16日㈭のいずれか、10時～
11時②保育体験：９月27日㈪～10月１
日㈮で連続する２日間、９時半～14時

 ①市保健所（神明町）②市内保育所
 メール・ファクス：９月９日㈭17時

まで　  1024377

いつでも！どこでも！
お手軽ウオーキング

健康増進課　☎603-8305
健康運動指導士の指導を受けながら
ウオーキングします。会場や開催日
が異なります。詳しくは、お問い合わ
せください。

 各20人　  電話：申し込み開始

お知らせ

募　集
■介護予防ヨガ教室

 11月２日～来年３月15日、火曜、
全19回、13時半～15時

 青山老人福祉センター（青山三）
 電話：９月６日㈪10時から

■介護予防太極拳教室
 11月５日～来年３月25日、金曜、

全19回、13時半～15時
 北厨川老人福祉センター（厨川一）
 電話：９月７日㈫10時から

屋外広告物の講習会
景観政策課　☎601-5078

屋外広告物の表示や掲出する物件の
設置に関する知識を学びます。

 11月18日㈭・19日㈮、全２回、９
時半～16時10分※19日は16時まで

 都南公民館（永井24）　
 30人※屋外広告業に従事する人

や営もうとする人
 市収入証紙4000円分※申請書

に貼り付け
 ９月８日㈬から、市役所都南分庁

舎２階の同課と県屋外広告美術業協
同組合事務局に備え付け、または市
ホームページからダウンロードした
申請書に必要事項を記入し、〠020-
0611滝沢市巣子187-１県屋外広告
美術業協同組合事務局へ郵送または
持参。郵送は10月８日㈮必着。持参
は同日17時まで　  1021711

都南地域の事業系ごみを
持ち込む際は予約が必要です

盛岡・紫波地区環境施設組合清掃センター
☎697-3835

同センターに事業系ごみを持ち込む
際は予約が必要です。詳しくは、同セ
ンターのホームページをご覧ください。

 インターネット・予約専
用電話☎613-3501：前日
まで

小規模介護事業所による
合同就職面談会
県福祉人材センター

☎601-7062　ファクス637-9612
 h-sasaki-shakyo@mopera.net

 9月10日㈮13時～15時
 ホテルメトロポリタン盛岡（盛岡

駅前通）

 介護の仕事に就職・転職を希望、関
心のある人　  電話・ファクス・メール：
随時受け付け。当日参加もできます

結婚支援ボランティア情報交換会
日本結婚支援協会　☎613-5100

お見合いに関する情報交換や同ボラ
ンティア活動の見学の他、独身者の
相談にも応じます。

 ①９月３日㈮②９月18日㈯、10時～
11時　  ①市総合福祉センター（若
園町）②プラザおでって（中ノ橋通一）

 独身の子をもつ親、同ボランティ
ア活動に興味がある人、独身者

 電話：事前連絡が必要※独身者の
相談は要予約

市ジュニアスポーツ医 科学セミナー
兼市スポーツ少年団指導者研修会

市スポーツ協会　
☎601-5700　ファクス658-1214

 jigyoka@morioka-sport.or.jp

子どもの基礎能力向上のためのトレ
ーニング方法などについて学びます。

 ９月25日㈯10時～12時
 30人※市内在住または、市内のス

ポーツ団体に所属している人　
 1000円
 ファクス・メール：同協会のホーム

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送付。９月６日
㈪10時から　  1032301

市女性人材育成セミナー
岩手大男女共同参画推進室

☎621-6998
 equality@iwate-u.ac.jp

職場で多様な意見を一致させるため
のコミュニケーション力やリーダーシ
ップ力をオンライン講座で学びます。

 ９月27日㈪13時半～15時半
 20人※市内事業所で働く、将来リ

ーダーになることを目指す女性
 メール：必要事項を記入し送付。９

月17日㈮まで　  1032257

いわてリハビリテーション
フォーラム2021

いわてリハビリテーションセンター
☎692-5800

慶應義塾大の三村將
まさる

教授による、高

齢者の自動車運転に関する講演など。
 10月２日㈯13時～16時
 アイーナ７階小田島組☆ほ～る

（盛岡駅西通一）　  300人
 1029094

おもてなし花壇で花とみどりのまち
づくりコミュニティーガーデン講座

Green Fields　☎090-6255-6790
 gfields.npo@gmail.com

地域の人たちで運営する花壇づくり
のノウハウや季節の花の楽しみ方な
どを学びます。

 10月４日・18日・11月22日・来年１
月24日、月曜、全４回、13時～15時

 盛岡駅西口バスターミナル前花壇
 20人　  2000円※別途材料費

が必要
 電話・メール：９月６日㈪10時から

パソコン講座を開催
県母子寡婦福祉連合会　☎623-8539

ワードを使ったビジネス文章の作成
方法などを習得します。

 10月18日㈪～20日㈬・25日㈪～
27日㈬、全６回、9時半～16時半

 ノーティ本宮校（本宮七）
 10人※一人で子育てしている人
 電話：10月８日㈮まで

いわてレッドデータブックの
調査にご協力を

県自然保護課　☎629-5371
希少な野生生物の保護対策の資料
となる同データブックを改定するた
め、調査員が、生息調査をしていま
す。私有地への立ち入りなどにご協
力ください。

寄付をいただきました

■有限会社佐々木教材社
　佐々木義

よ し

人
と

代表取締役
交通安全のぼり旗168枚。小学校の通学
路における交通事故防止啓発のために。
■株式会社岩手銀行
　田口幸

さ ち

雄
お

代表取締役頭取
　東日本機電開発株式会社
　水

み

戸
と

谷
や

剛
ご う

代表取締役
10万円。上下水道事業の適正な維
持・発展のために。

日程変更
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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

④旧石井県令私邸
コロナ禍でも変わらず地域の安全・安心を守ってくれ
る消防団の人たちには感謝です。私も万が一に備えて
日々を過ごしたいと気が引き締まりました。（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。

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

地球環境に配慮し、
ベジタブルインキを
使用しています。

10月から市立図書館が長期休館
　老朽化が進んだ市立図書館（高松一）は
大規模改修のため、長期休館します。

 市立図書館☎661-4343　  1036502

【休館期間】
10月1日㈮～令和６年３月31日（予定）

【図書の貸し出し】
９月30日㈭まで
　10月１日以降の返却は玄関脇に設置されて
いるブックポストに入れてください。

移動図書館車などの活用を

・都南図書館（永井24）と渋民図書館（渋民字
    鶴塚）も、通常通り開館します。

・移動図書館車（こずかた号１・２号）は通常ど
   おり運行します。

【休館前のイベント】
■市立図書館50周年展
高松に移転して50周年となる市立図書館の
これまでの歩みと、各時代を彩る図書など
を展示をします。

 ９月30日まで
 1034579

■市立図書館50周年記念
　おたのしみ影絵シアター

「泣いた赤おに」などを上演します。
 ９月26日㈰10時半～11時20分
 20人※幼児・児童
 電話・窓口：９月12日㈰９時から
 1000821

I.B.シンガー作「お話を運んだ馬」（岩波書店）。
 ９月22日㈬10時～12時
 1000821

■児童文学を読む会

令和６年
３月まで

市史編さんだより vol.１

市史の編さんが始まりました
　市は、平成31年4月に市制施行130周年を迎えたことを契機
として、盛岡市史の編さんに取り組んでいます。現段階で決ま
った内容と進

し ん

捗
ちょく

状況をお知らせします。
 市史編さん室☎603-8024　  1032998

一  市史の編さん方針

　資料編と写真集は令和５年度、通史編は令和６年度の発刊を目指
しています。それぞれの内容は次回以降に紹介します。

三  編集部会が始動
　本年７月から編集部会の活動が始まりました。８つの分野に分かれ、
各分野の専門家が市の歴史を紐解きながらまとめていくことにしてい
ます。現在は、盛岡らしさが分かる市史にするためには、どのような内
容を取り上げて掲載するかを話し合っています。
　本年度中に、取り上げる内容をまとめ、資料収集・調査研究を進め
ていきます。

　 昔の写真をお寄せください
【募集する写真】盛岡の街並みや暮らしの移り変わりの様子が分か
る写真※盛岡市と旧都南村、旧玉山村で撮影し、撮影した年代や場所
などが特定できるもの
【提供方法】事前に、市史編さん室に電話かメール（shishihensan@
city.morioka.iwate.jp）でお問い合わせください
▶CDは返却しませんが、現像写真は返却します
▶年代や場所ごとに、事前に整理してください
▶アルバムに貼り付けている場合は、台紙からはがしてください
▶CD以外の媒体（USBメモリなど）に保存した写真やネガ
    は受け取りできません

メールでのお問い合わせはこちらから ☞

　次の５つを基本方針として、昭和30年ごろからの盛岡を振
り返る市史を編さんします。

その１ 市民や地域の視点で編さんする

その２ 教育や研究の場で活用される

その３ 分かりやすく・親しみやすい

その４

基本方針

二  市史の刊行物は三種類

資料編通史編 写真集

肴町七夕祭りの様子（昭和46年） 県庁側から見た市役所本庁舎（昭和44年）

★写真の例

その５

映像資料や電子書籍の活用も
検討する

収集資料はデジタル化などによ   
る保存や公開の方法も検討する

中止
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