街づくり集団

ゆいネット盛南

（主な）事業活動推移
2012 年から 2019 年まで

事業名

2012（平成 24 年）

共催・協力団体

2013（平成 25 年）

2014（平成 26 年）

2015（平成 27 年）

2016（平成 28 年）

2017（平成 29 年）

2018（平成 30 年）

2019（平成 31、令和 1）

設立準備
盛南まちづくりフォーラ

特別協賛：盛岡タイムス、後援：

ム

盛岡市、UR、本宮小・大宮中
PTA、本宮小同窓会、報道各社
5.18 開運の湯 37 名出席

設立総会・総会
満男選手を応援する会

5/17 開運の湯 36 名出席

5.30 開運の湯 26 名参加

5/15 開運の湯 36 名参加

4/15 開運の湯 34 名出席

5/12 開運の湯 36 名出席

5/11 開運の湯 33 名出席

5/10 開運の湯 31 名出席

NHK 盛岡放送局、東北映像、

2019.1.5～2.8「ありがとう！小笠原満男写真展」開催：産直大宮市場

大宮中学校 PTA・同窓会、北日

展示物提供 藤村幸雄：写真、資料、泉舘正彦：本、ＤＶＤ，新聞、 南
幅万記子：ユニホーム 3、タオル 1、色紙 1、かれんだー1、本 10 冊、ポス

本ヘアスタイリストカレッジ
小笠原満男選手応援ツア

IGR 銀河鉄道観光、鹿島アント

ー

ラーズ

6/25^26 37 名参加

8/24~25 72 名参加

7/2~3 41 名参加

ター1 小笠原正治：本人着用 2 新聞・テレビ 7 社取材・掲載

（大宮中サッカー部員含む）

満男・山本選手交流

5/18～1 か月 県勢功労者表彰㊗表示

ゆいネットフェスティバル
9 月より「さくらインターネット」

HP
モリモリウォーク

アイーナ、JT、イオン盛岡南SC、本

4/24 220 人参加

宮小PTA、盛岡商業高校写真部他、大

写真展 5/13~6/4 イオン

4/28 200 人参加（4 コース）

4/20 200 人参加
（4 コース） 4/19 230 人参加（5 コース）

4/24 230 人参加(5 コース)

4/23 200 人参加（5 コース）

4/22 200 人参加（6 コース）

4/21 170 人参加（5 コース）

出前産直10/10 総合プール、11/3 県

出前産直 10/9 総合プール、11/3 県

出前産直 7/21。11/3 県立美術館

出前産直 10/14 総合プール、11/3

立美術館 盛商マート 10/3~10/25

立美術館 盛商マート

10/8 総合プール 盛商マート 9/26

県立武術館 盛商マート 10/1～

～10/6

10/10

国体会場施設周辺重点に

宮本三会、yui フィットネス、大宮柔
道、少林寺拳法スポ少

マスコミ等
10/3～盛商マート

産直大宮市場

10/21~116 出前産直 10/13

出前産直 10/12 総合プール、11/3 県

総合プール、11/3 県立美術館

立美術館

盛商マート 10/13~30

秋の交通安全キャンペー

盛岡東警察署、おおみや交番連

会場 ホーマック 2F（雨天）

9/21 イオン第 3 駐車場

9/21「秋の全国交通安全大

10/11「秋の全国地域安全運動」ツタヤ

9/21 盛岡盛南地域安全協会主催

9/21 盛岡盛南地域安全協会主催

9/21 盛岡盛南地域安全協会主催

9/21 盛岡盛南地域安全協会主催

ン

絡協議会、大宮中学校、本宮小学

160 人参加

100 人参加

会」ツタヤイベントスペース

イベントスペース 200 人参加

行事に

行事に

行事に

行事に

ゆい灯り in 杜の道

校、太田小学校、太田東小学校、

＊地域協働

300 人参加 ＊地域協働

＊地域協働

不参加

盛岡商業高校
ふるさとを記録す

盛岡市子ども科学館、イオン盛岡南

9/17~10/2 会場イオン

~本宮の今昔写真展

SC、本宮地区町内会連絡協議会

（最終回）

志波城まつり

(志波城まつり実行委員会へ運営協力)

9/4

9/6~7

9/7

9/27 植樹祭写真展

9/25 植樹祭写真展とスポットボール

不参加

雨天中止

太田・本宮探険塾

盛岡市歴史文化課、大宮中学校

ゆいっこ広場・通り借用

3/9 契約 コメリ、
セブンーイレブ

コメリ緑資金の会

コメリ緑資金の会

コメリ緑資金の会

コメリ緑資金の会

コメリ緑資金の会

コメリ緑資金の会

花壇管理

ン助成

本宮地域協働協議会

本宮地域協働協議会

本宮地域協働協議会

本宮地域協働協議会

本宮地域協働協議会

本宮地域協働協議会

＊本宮ゆいっこまつり

＊本宮ゆいっこまつり

＊本宮ゆいっこまつり

＊本宮ゆいっこまつり

＊本宮ゆいっこまつり

＊本宮ゆいっこまつり

＊本宮ゆいっこまつり

盛岡盛南地域安全協会

盛岡盛南地域安全協会

盛岡盛南地域安全協会

盛岡盛南地域安全協会

盛岡盛南地域安全協会

盛岡盛南地域安全協会

盛岡盛南地域安全協会

盛岡盛南地域安全協会

イースト・ブルー・ポリス連絡協議会

イースト・ブルー・ポリス連絡協議会

イースト・ブルー・ポリス連絡協

イースト・ブルー・ポリス連絡協議会

イースト・ブルー・ポリス連絡協議会

イースト・ブルー・ポリス連絡協議会

イースト・ブルー・ポリス連絡協議会

イースト・ブルー・ポリス連絡協議会

おおみや交番連絡協議会

議会

おおみや交番連絡協議会

おおみや交番連絡協議会

おおみや交番連絡協議会

おおみや交番連絡協議会

おおみや交番連絡協議会

講演会「田村麻呂と本宮」6//30 35人

おおみや交番連絡協議会

太田・本宮の歴史を歩こう

通り愛称公募・披露式

盛岡星まつり

地域（理解）活動

（星まつり実行委員会へ運営協

4/23 ゆい灯り制作イオン

力）

4/24 本番
本宮地域協働協議会設立（事務局） 本宮地域協働協議会
＊本宮ゆいっこまつり

坂上田村麻呂「偉業感謝祭」7/1 25人
参加
イオン写真展 10/26,27

地域行事

盛岡西バイパス開通 動員

「本宮の歌」作詞・作曲

9 月ゆいっこまつりで披露

講演、講師

地域協働事例発表

7/16 本宮小 4 学年

2/3 盛岡市コミュニティ研修会事例

10/28 滝沢村清掃センター

1/11 「11 日の灯り」講師

発表（大和ハウス工業とゆいネット

1/25 都南地区自治公民館

盛南共同）

事業名

2012（平成 24 年）

共催・協力団体

2013（平成 25 年）

2014（平成 26 年）

2015（平成 27 年）

2016（平成 28 年）

2017（平成 29 年）

2018（平成 30 年）

2019（平成 31 令和 1）

盛南歴史ウオーク
志波城・古代の森づくり
植樹祭

イオン盛岡南、盛岡商業高校

6/3 130 人参加、150 本植樹

6/2 80 人参加 57 本植樹

写真部、太田・本宮町内会・自

写真展 6/21~30 イオン

盛岡市より感謝状受賞

盛岡ドッグランサポーターズ運営

盛岡ドッグランサポーターズ

6/1 44 本植樹 110 人参加

6/14

苗木 30 本、
宿根草 25 株 参

2-②

加者 120 人 7 年目で終了

治協
ドッグラン

運営

＊理事辞任

貸農園

13 区画

13 区画

11 区画

10 区画

10 区画

10 区画

10 区画

8 区画

助成事業

コメリ、セブン-イレブン、イオン

コメリ、セブンーイレブン、イ

コメリ、イオン

コメリ、イオン

コメリ

コメリ

コメリ

無し

本宮ゆいっこまつり 8/21（めんこ

本宮ゆいっこまつり 6/3

本宮ゆいっこまつり 6/10

本宮ゆいっこまつり 6/1

県➔盛岡市を経て受託

岩手県➡ゆいネットへ直接

岩手県➡ゆいネットへ直接

5/21 アリーナ植花（大和ハウス）

5/20 体育施設植花（タカヤ）

6/9 体育施設植花（タカヤ）

4/28 7/21 10/27

4/27 7/13 10/26

7/21 10/25

㈱タカヤ 岩手めんこいテレビ

㈱タカヤ 岩手めんこいテレビ

㈱タカヤ 岩手めんこいテレビ

会 長

泉舘正彦

会 長

泉舘正彦

会 長

泉舘正彦

理 事

豊巻章道

理 事

豊巻章道

理 事

豊巻章道 鷹羽金司 村

オン
3.11 東日本大震災

南部杜氏応援団、岩手県酒造

日本酒で乾杯、寄贈品売り上げ、産

歓迎「浜娘」
（赤武酒造）

5/25、9/27 赤武酒造ピクニック

5/9 赤武酒造ピクニックパーティ

組合

直での募金 計244,275円の義援金

事務局前広場 120 人参加

パーティ 各 120 人参加

120 人参加

本宮ゆいっこまつり 10/14

本宮ゆいっこまつり 9/29

本宮ゆいっこまつり 9/28

本宮ゆいっこまつり 5/31

赤武酒造他
地域協働

い）
杜の道除草管理

県➔盛岡市を経て受託

県➔盛岡市を経て受託

地域コミュニティ交流支

県➔盛岡市を経て受託

盛岡市より受託 4 事業実施

盛岡市より受託 5 事業実施

援事業（盛岡市からの委託

支援員 1 人雇用（菅野）

支援員 1 人雇用（菅野）

県➔盛岡市を経て受託

県➔盛岡市を経て受託

事業）
交流事業

盛岡市社会福祉協議会（助成

本宮民児協と宮古民児協 7/6

金）

40 人

8/31 認証

元気なコミュニティ特選
団体

5/16 環境美化活動（大和ハウス工業） 4/24 炬火採火式・美化活動

国体関連

100 人参加

9/19 国体クリーンキ

ャンペーン200 人参加

10/15和賀

線除草ボランティア 60 人参加

6/25 植花
8/27 美化活動(大和ハウス、大宮中
学校他)

12/7 冬期国体点灯式
中央公園クリーンキャン

10/28

もりとぴあねっと

ペーン
役員

会 長
副会長
理 事

泉舘正彦

豊巻章道

鷹羽金司

会 長

泉舘正彦

会 長

泉舘正彦

会 長

泉舘正彦

会 長

泉舘正彦

理 事

豊巻章道 鷹羽金

理 事

豊巻章道 鷹羽金

理 事

豊巻章道 鷹羽金司 村

理 事

豊巻章道

鷹羽金司

鷹羽金司

鷹羽金司

村山茂 田中喜久男 大髙智佳子

司 村山茂 田中喜久男 大

司 村山茂 田中喜久男 大

山茂 田中喜久男 大髙智佳子

村山茂 田中喜久男 大髙智佳子

村山茂 田中喜久男 大髙智佳子

村山茂 田中喜久男 大髙智佳子

山茂 田中喜久男 大髙智佳子

藤村幸雄 藤村勝己 高橋恵 鈴

髙智佳子

髙智佳子

藤村幸雄 高橋恵 鈴木清士

藤村幸雄 高橋恵 鈴木清士

藤村幸雄 高橋恵 鈴木清士

藤村幸雄 高橋恵 鈴木清士

藤村幸雄 高橋恵 鈴木清士

木清士

藤村幸雄 藤村勝己 高橋恵

藤村幸雄 高橋恵 鈴木清士

監 事

監 事

監 事

監 事

鈴木清士

顧 問

金沢陽介 和井内和夫

顧 問

金沢陽介 和井内

和夫

監 事

浅沼新一 勝部政子

監 事

顧 問

金沢陽介 和井内

顧 問

金沢陽介 和井内和夫

浅沼新一 勝部政

監 事

浅沼新一 勝部政子

和夫
浅沼新一 勝部政

監 事

子

子

盛岡市立総合プール利用者運営懇談会委

盛岡市立総合プール利用者運営懇

盛岡市立総合プール利用者運営懇

員

談会委員

談会委員

盛岡市遺跡ネットワーク整備委員

盛岡市遺跡ネットワーク整備委員

盛岡市遺跡ネットワーク整備委員

盛岡商業高等学校 評議員（藤村）

盛岡商業高等学校 評議員（藤

盛岡商業高等学校 評議員（藤

村）

村）

岩手県「元気なコミュニティ特選団体」

盛岡東警察署長・盛岡市防
犯協会長から感謝状

浅沼新一 勝部政子

浅沼新一 勝部政子

浅沼新一 勝部政子

浅沼新一 勝部政子

他団体
委員など

表彰等

認証

岩手県美術館協議会

古代の森づくり・盛岡市から感
謝状
住居表示対照表制作 2/20 施行
盛岡タイムス掲載/チラシ配布

主な活動記録制作・印刷

岩手県美術館協議会

岩手県美術館協議会

岩手県美術館協議会

