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マークの
見方イベント情報

盛岡劇場・河南公民館
〠020-0873 松尾町３-１

☎622-2258
kouza-morigeki@mfca.jp

■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。

 ８月２日・９日・23日・30日、火曜、10
時～16時※出入り自由・マイカップ持参
■もりげき祭演劇フェスティバル
劇集団たつ2000による公演。

 ８月６日㈯14時～15時20分・19時
～20時20分と７日㈰14時～15時20分

 前売り1000円、当日1200円　
 同劇場の他、市民文化ホール

（盛岡駅西通二）、キャラホール
（永井24）、姫神ホール（渋民字
鶴塚）で発売中　  1028165
■もりげきライヴ
市内で活動するバンドD

ダ ー リ ン ズ フ ォ ー

arlings４
とその仲間たちによるライブ。

 ８月24日㈬19時～20時半　
 60人※高校生以上
 前売り1000円、当日

1200円
 窓口・電話・応募フォー

ム：受け付け中
■ 演劇ワークショップ
　「リーディング＆裏方体験」
戯曲リーディングと舞台の裏方体
験がセットのワークショップです。

 ８月27日㈯・28日㈰、全２回、
10時～16時

 15人※高校生以上　  500円
 電話・メール・窓口：８月

14日㈰21時半まで※定
員を超えた場合は抽選
■ 岩手の文化入門講座
「盛岡八幡宮」「古資料からみる
民俗芸能の様相」「和算」をテーマ
に、現在に伝わる岩手の文化につ
いて学びます。

 ９月３日～17日、土曜、全３回、
14時～15時半

 25人　  500円
 電話・窓口：８月６日㈯10時から
 1035988

市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目９-１

☎621-5100

■ クロノス・クァルテット
　J

ジ ャ パ ン

apan2022 p
プ レ イ ズ

lays ライヒ

世界中で活躍する弦楽四重奏団の
結成50周年ジャパンツアー。グラミ
ー賞に輝いた「ディファレント・トレ
インズ」などの名曲を演奏します。

 10月２日㈰17時～19時
 全席指定。Ｓ席7000円、Ａ席

6000円、Ｕ-25チケット3500円
 同ホールの他、市内各プレイガ

イドで発売中

姫神ホール
〠028-4132 渋民字鶴塚55

☎683-3526

■  姫神寄席「橘家文蔵　入船亭扇
辰　二人会」

古典落語を中心とした、毎年人気
の姫神寄席。今年は橘家文

ぶ ん

蔵
ぞ う

と入
い り

船
ふ ね

亭
て い

扇
せ ん

辰
た つ

による二人会です。
 ９月17日㈯14時～16時
 全席指定。一般3800円、U-25

チケット1500円
 同ホールの他、市内プレイガイ

ドで発売中　  1035470　

勤労福祉会館
〠020-0885 紺屋町２-９

☎654-3480

■ 三冠事象を巡る～旅に出たくな
るお話

日本三大〇〇と呼ばれる名所や名
物の代表的な物を紹介します。

 ８月26日㈮19時～20時半
 20人
 電話：８月17日㈬９時から
 1040423

もりおか町家物語館
〠020-0827 鉈屋町10-８

☎654-2911

■ 町家のお化け屋敷 「口裂け女」
はどこだ！

口裂け女をテーマに、どこか懐かし
い手づくりのお化け屋敷を開催中。

 ８月21日㈰まで、10時～17時
 中学生以下300円、高校生500

円、一般600円　  1040333

屋内ゲートボール場
〠020-0127 前九年三丁目９-37 

☎641-8484

■初心者レディステニス教室

 ８月19日～11月11日、金曜、全
10回、10時～12時※９月16日・23
日・10月21日は除く

 10人　  １万円
 電話：８月５日㈮10時半から
 1031544

総合プール
〠020-0866 本宮五丁目３-１

☎634-0450

表１のとおり教室を開催します。
●利用制限のお知らせ
大会のため、次の期間は一般開放
はありません。

 ８月４日㈭～７日㈰、17日㈬、

18日㈭、27日㈯、28日㈰

盛岡体育館
〠020-0066 上田三丁目17-60

☎652-8855

表２のとおり教室を開催します。
 電話

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

表３のとおり教室を開催します。
 電話

表 1　総合プールの教室内容など
講座名 日時 定員 内容（費用） 申し込み

水球教室
８/２㈫～12㈮
火・木・金曜は18時半
～20時半、土・日曜は
８時～10時

小・中・
高校生

試合形式の練習とス
イム練習（月４回コ
ース3300円）

窓口・電話
随時

ジュニアズン
バ（ダンス）
無料体験会

８/９㈫
17時45分～18時45分

16人
※小学生

楽しくパーティー感覚
で踊る初心者のため
のフィットネスダンス

電話
８/４㈭
10時から

フィットネス
教室

９/６㈫～10/６㈭
10時～20時15分 ★ ★ ８/７㈰

10時から★

水泳教室 ９/６㈫～10/６㈭
10時15分～20時半 ★

①幼児水泳教室
②一般水泳教室
③水中運動教室、ア
クアビクス教室（★）

８/７㈰から
★

★詳しくは総合プールのホームページをご覧ください

表２　盛岡体育館の教室内容など
講座名 日時 定員 費用 申し込み

トレーニング
カウンセリング

８/17㈬・30㈫
14時～16時

各２人
※18歳以上

各1100円※別途
トレーニングルー
ムの使用料が必要

８/４㈭
10時から

ベビーマッサージ
９ / ２ ～ 1 6 、 金
曜、全３回、10
時半～12時

10組※生後２カ
月からハイハイ
前の子と保護者

4416円 ８/５㈮
10時から

ランダムに体幹ト
レーニング

９/５㈪10時半～
11時半

10人※50歳以
上の女性 550円 ８/９㈫

10時から
ナイトピラティス
教室

９ / ５ ～ 2 6 、 月
曜、全３回、19
時～20時

10人
※18歳以上 2211円 ８/５㈮

10時から

骨盤ストレッチ
９/６～10/25
火曜、全５回
10時半～11時半

15人※50歳以
上の女性 2750円 ８/９㈫

10時から
すわってエクササ
イズ教室

９/９㈮14時10
分～15時10分 20人 550円

８/５㈮
10時から誰でもできるはじ

めてのキックボク
シング教室

９/16～11/25
金曜、全６回
19時10分～20時
40分

15人
※小学生以上

小・中学生
2475円
高校生以上
4950円

表３　みちのくコカ・コーラボトリングリンクの教室内容など
講座名 日時 定員 費用 申し込み

初心者スケート
教室

８/23㈫・24㈬
全２回、16時半～18時

10人
※小学生～60歳 2500円 ８/４㈭

10時から

平日カーリング
体験会

８/24㈬・９/１㈭・９/
７㈬・９/15㈭、14時～
15時半

６人
※18歳～70歳 各1200円 ８/19㈮

10時から

休日初心者カー
リング教室

９/３㈯・10㈯
全２回、９時～10時半

８人※小学生～
70歳の未経験者 4500円 ８/５㈮

10時から

　市は、盛岡の豊かな自然を将来に引き継ぎ、地
球温暖化を食い止めるために「気候変動対策実行
計画～もりおかゼロカーボン2050～」を策定し
ました。ゼロカーボンとは何なのか、なぜ必要な
のか。また、盛岡の環境を守るためにできること
を紹介します。　【問】環境企画課☎626-3754

もりおかゼロカーボン2050
未来につなげるもりおかの環境

１　ゼロカーボンってなに？ ２　なぜ対策が必要なの？

３　身近でできるゼロカーボンへのアクション　

４　市内の企業もゼロカーボンを目指す取り組みをしています

　人間の活動によって生じる二酸化
炭素(CO2)など温室効果ガスの「排出
量」 から、人間が行う植林や森林管理
などによる「吸収量」 を差し引いて、
合計を実質的にゼロにすることです。

　市も脱炭素社会を2050
年までに達成するために
「気候変動対策実行計画～
もりおかゼロカーボン2050
～」を策定。太陽光パネル
の設置やLED照明の導入、
建築物の省エネ・高断熱化
に取り組んでいます。

　地球温暖化による異常気象や、温暖化が原
因の災害が世界各地で起こっています。日本で
も数十年に一度といわれるような大雨や台風
などによって、大きな被害が発生しています。　
　今、地球温暖化の原因となる温室効果ガス
を減らし、地球の気温上昇を抑える取り組み
が求められています。

　温室効果ガスの排出を減らすには、
どうすればいいのでしょうか。日常生
活のちょっとしたことから取り組め、
個人でできることを紹介します。実践
して、ゼロカーボンを目指しましょう。

家庭で実践！　 移動で実践！　

私たちの生活から多くのCO2が発生しています
　衣・食・住や移動など、私たちの普段の生活の中で消費する製品
やサービスのサイクルで生じる温室効果ガスは、日本のCO2排出
量の約６割を占めています。
※参考「C

ク ー ル

OOL C
チ ョ イ ス

HOICE　なぜ私たちの行動が必要なの？」（総務省）　

一人あたりの年間CO2排出量　
7.6㌧(平成29年)　

25㍍プール 7.6杯分の
体積に相当！　

㈱タカヤ「『創エネ』と『省エネ』でエネルギーゼロに」

テレビを見ない時は消す　
CO2削減量１日　約22.５㌘　

　太陽光パネルで発電する創エ
ネ、高効率電気設備と高断熱など
による徹底した省エネを実現。消
費する年間のエネルギー収支ゼロ
を目指した建物「Z

ゼ ブ

EB」として、
県内で初めて建てられました。会
社としてS

エスディージーズ

DGsの目標達成にも取
り組んでいます。 社屋の屋根に設置した太陽光パネル

川上塗装工業㈱「遮断熱塗装で冷暖房エネルギーを削減」
　宇宙技術から開発された断熱性
能が高い塗料を屋根や外壁、室内
などに塗装し、冷暖房に必要なエ
ネルギーを削減。子どもたちのた
めに、市内で複数の学童クラブの
屋根に、ボランティアで塗装する
活動もしています。

学童クラブの屋根に塗料を塗る様子

洗濯物はまとめて洗う
CO2削減量１日　約７.９㌘　

冷蔵庫の設定を「強」から「中」に　
CO2削減量１日　約36.２㌘　

パソコンの電源を切る　
CO2削減量１日　約42.２㌘　

３㌔㍍の移動を車から徒歩に　
CO2削減量１回　約423㌘　

サッカーボール
42個分

　　　　年間約 22㌔㌘　

車のアクセルをゆっくり踏む　
CO2削減量１日　約531.5㌘　

車の停車は早めのアクセルオフ　　
CO2削減量１日　約115.１㌘　

車の運転は加減速なく　
CO2削減量１日　約186.３㌘　

参考：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト 

温室効果ガス

太陽光 熱

熱が宇宙へ放出されにくくなる

　温室効果ガスの95㌫はCO2。今後ゼロカーボン
を目指すためにはCO2を削減することが必要不可
欠です。「脱炭素（ゼロカーボン）社会」を目指
し、CO2削減の取り組みが始まっています。

ゼロカーボンで「脱炭素社会」へ

参考：環境省ホームページ

サッカーボール
53個分

　　　　年間約 194㌔㌘　

サッカーボール
11個分

　　　　年間約 42㌔㌘　

サッカーボール
18個分

　　　　年間約 68㌔㌘　

サッカーボール
２個分

　　　　年間約 8.2㌔㌘　

サッカーボール
１個分

　　　　年間約 2.9㌔㌘　

サッカーボール
４個分

　　　　年間約 13.2㌔㌘　

サッカーボール
４個分

　　　　年間約 15.4㌔㌘　

図　地球温暖化のしくみ 

図　ゼロカーボンのしくみ 


