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各芸能団体が集合
発表を鑑賞しよう

歳おめでとうございます

100

各種団体の発表を鑑賞しませんか
（24年度の発表会）

市芸術文化協会では、市芸能発表会

田村 ミノル さん

を開催します。市内で活躍する舞踊・

大正2年８月10日生まれ

民謡・郷土芸能の団体が、日ごろの練
習の成果を発表します。
■日時
■場所

＝駅前一区＝

田村ミノルさんの長寿祝い金贈呈式が８月

９月15日㈰、午前11時開演

12日、西根病院で行われ、家族や関係者が田

西根地区市民センター大ホール

村さんの100歳を祝いました。

■入場料 前売り券500円、
当日券700円

田村さんは農業に従事する傍ら、手先の器

■チケット販売・問い合わせ先

用さを生かしてキルティングなどの手芸を長

▶西根＝小野寺ミノエ
（☎7６ - 30６7）

年趣味にしていました。家族の方は、
「穏や

▶松尾＝田村美知子
（☎7６ - 4６55）

かな性格でクヨクヨせず、日ごろから体を動

▶安代＝馬場リチ子
（☎72 - 3021）

かしていたことが、長寿の秘けつなのかもし
れませんね」
と、笑顔で語りました。

生涯学習推進大会
「講演会」を開催

首都圏に住む市出身者で構成す
と会の集いの席上で呼び掛けて集

められたものです。

八幡平ふるさと会へは、東京都

15

る
「八幡平ふるさと会」
の田村啓造

会長
（ 埼 玉県 朝 霞 市 在 住・平 舘 出

05

とその近郊に在住する市出身者で

学習課
（☎・内線2323）
まで。

首都圏に在住する親戚・知人など

詳しくは、市教育委員会事務局生涯

に、ぜひ入会をお勧めください。

若者センター
（安代地区公民館）

入会に関して詳しくは、各地区

生涯学習課、西根地区市民センター、

名簿管理担当役員まで。

■整理券配布場所 松尾総合支所2階

萩原レイ子
（ ☎０４

９時から

▼西 根 地 区

■整理券配布日時 ９月13日㈮、午前

７・４７９・２４６５）

必要です。

▼松尾地区 高橋勤治
（☎０４３・

ただし、整理券が

４２４・０６６７）

澤口 俊之 氏

▼安代地区 栗山征治
（☎０３・３

■入場料 無料。

６７４・４８６８）

脳教育

田村啓造会長（右）が田村
正彦市長に寄付金を贈呈

2６

身）
は８月 日、市役所を訪れ、「市

「社会力」
を伸ばす

あれば、
どなたでも入会できます。

■演題 「学力」
と

内の青少年の健全育成に役立てて

澤口 俊之 氏

名簿管理は、旧３町村ごとに担当

科学研究所 所長

ほ し い 」と、 田村正彦市長に寄付

履き、下足袋を必ず持参ください。
■講師 人間性脳

役員が行っており、個人情報は適

■場所 松尾地区公民館 ※当日は上

金 ８ 万 ５２９２円を手渡しました。

■日時 ９月22日㈰、午前11時から午

後０時半まで
（午前10時半開場）

正に保護されています。
折に触れ、

涯学習推進大会講演会を開催します。

この寄付金は、５月 日に東京

都で行われた第７回八幡平ふるさ

市生涯学習推進本部などでは、市生

青少年育成のために役立てて

ＮＥＷＳ＆ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

◎ＩＷＡＴＥハチマンタイダ

イラーや鉄神ガンライザー、

■内容 岩鷲護神ハチマンタ

全国のローカルヒーローやゆ

るキャラが集合。一緒に記念

「はちまんたい大集合フェスタ」に行こう

イナマイト

15

■

日の２

「はちまんたい大集合フェ

日、

22

10
撮影やふれあいなどを楽しむ

ことができます。

◎第 回ノスタルジックカー

ｉｎ 八幡平

■日時 ９月 日㈰、午前９

時から午後２時まで

■内容 往年の名車・旧車の

展示やコンサートなどが開か

れます。

詳 し く は、 市 商 工 会（ ☎

７６・２０４０）まで。

■場所 市松尾歴史民俗資料

館

■入館料 無料

■内容 松尾鉱山に関わる写

真や動画が観賞できるほか、

鉱山にゆかりのある方が描い

た絵を展示

詳 し く は 、 同 資 料 館（ ☎

７８・２５９８）
まで。

22

15

■日時 ９月 日㈰、午前

時から午後４時まで

さまざまな名車・旧車が集合します
（第14回ノスタルジックカーin八幡平）

ス タ 」が ９ 月

ヒーローやゆるキャラと記念撮影
（24年のハチマンタイダイナマイト）

日間、さくら公園を会場に、

次の日程で開催されます。

市松尾歴史民俗資料館で

11

は 、「 松 尾 鉱 山 写 真 展～ 硫 黄

と共に～」
を開催します。

14

10

月１日㈫から 月

10

■期間

10

４日㈪まで ※ 月 日㈪、

11

月４日㈪を除く月曜日と

月 日㈫は休館

■時間 午前９時から午後４

時半まで
（入館は４時まで）

15

松尾鉱山をテーマに写真展を開催

■

当時の松尾鉱山の風景を
記録した写真を展示

15

防犯・交通安全の情報をメール配信しています
岩手警察署では、携帯電話向けに岩手警察署管

内
（本市、岩手町、葛巻町）
の防犯や交通安全など

■ＱＲコードでのアクセス

携帯電話の機能
「バーコード

に関する情報について、メール配信しています。

リーダー」で右のＱＲコードを

でき、情報料は無料です
（メール送受信のための

ページにアクセスできます。

インターネットサービスに契約していれば利用

通信料は必要になります）
。

※パソコン、スマートフォンでも利用できます。
≪登録方法≫

登録は、
「岩手県公式ホームページ
（携帯版）
」

トップ画面の
「いわてモバイルメール」
へのリンク

から行います。

■ＵＲＬ http://www.pref.iwate.jp/~hp0212/mobilemail/

※受信拒否設定をしている人は、
「＠mail.

highway.pref.iwate.jp」
「＠pref.iwate.jp」
から

のメールを受信できるようにしてください。

読み込むことでも、公式ホーム
≪登録手順≫

画面の指示に従って、空メールを送信。

⇒１分程度で届くメールに書かれたリンクにアク
セス

⇒①ジャンルの選択
「お知らせ・募集」
、②地域の

選択
（広域地域から選ぶ）
「 盛岡広域」
、③コンテ
ンツの選択
「岩手署＠けいさつ安全情報」と順に

チェックをして進み、
④
「登録」
ボタンで登録完了。

詳しくは、岩手警察署生活安全課
（☎６2-0110）

まで。
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