街づくり集団

ゆいネット盛南
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（主な）事業活動推移
2005 年から 2011 年まで

事業名

共催・協力団体

2005（平成 17 年）

2006（平成 18 年）

2007（平成 19 年）

2008（平成 20 年）

2009（平成 21 年）

2018.12 年 12 月 20 日現在

2010（平成 22 年）

2011（平成 23 年）

第 1 回12.18

設立準備

以降、4.17 まで 10 回開催
盛南まちづくりフォーラ

特別協賛：盛岡タイムス

4.23

ム

後援：盛岡市、UR、本宮小・大宮中

180 人参加

PTA、本宮小同窓会、報道機関各社
設立総会・総会

6.10 出席 25 名

6.9 38 人

5.31 総会 36 人

5.23 総会 32 人

4.10 総会 36 人 会員 79

2.26 35 人

会員57 名

会員75

会員76

会員 89

7.30 臨時総会 34 人 会員 94

会員96

（地域まちづくり懇話会合流）
満男選手を応援する会

NHK 盛岡放送局、東北映像、大宮

6.12 350 人参加

祝ワールドカップ出場

中学校 PTA・同窓会、北日本ヘア

小笠原満男横断幕掲示（2 枚）

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、鹿島アントラ

＊２００４年６月本宮小１３０

ー

ーズ

周年プレイベントとして実施

7.25~26 28 人参加

4.29 204 人参加

6.25~26 37 人参加

参加 6 団体

ゆいネット

100 人参加

フェスティバル

3.12 公開

HP
モリモリウォーク

7.27~28 38 人参加

アイーナ、JT、イオン盛岡南SC、

5.4 40 人参加

5.3 60 人参加 （中川町内会）

4.25 280 人参加

4.24 220 人参加

本宮小 PTA、
盛岡商業高校写真部他

5.5 10 人参加（雨天：アイーナ）

11/16 アイーナウォーキング

5.12~31 写真展（100 点展示）

5.13~31 写真展

4.16 盛岡タイムス特集号

UR 情報誌「ゆーあい」盛南特集

2.25 盛岡タイムス 企画広告「住

8.11 30 人参加
マスコミ等

2.26 河北新報

3.29 岩手日報 盛南開発特集「の

4.11 盛岡タイムス特集号

びゆく杜の街」

広告協賛 22 社

5.27 めんこいテレビ「ぐるっと

広告協賛 19 社

居表示整備」 広告協賛20 社
5.29 盛岡タイムス 企画広告「古

アドポス配布協力（1 万部）

盛南散歩」特番放送

代の森づくり植樹祭 16 社のうち

9.15 NTT 東北電話帳「ゆいぴと」

5 社協力

発行
産直大宮市場

7.21 開店

ゆいっこ通りミニミニ祭り 50 人

5.3~6総合プール開場10周年出前

10.22~11.20 盛商マート

参加

産直

岩手・宮城内陸地震チャリティ産

7.18 ゆいっこ通りミニミニ祭り

直

10.19~11.13 盛商マート

（盛岡市総合プール）

9/21 イオン出前産直

10.18~11.19 盛商マート

3/12 震災特別営業
10.11~11.17 盛商マート

10.20~11.17 盛商マート
秋の交通安全キャンペー

盛岡東警察署、おおみや交番連絡協

9.21 大宮中生など 360 人参加

9.19

9.18 322 人参加

9.21 512 人参加

9.21 会場：ホーマック他 160 人

ン

議会、大宮中学校、本宮小学校、太

＊大宮中学校

＊大宮中学校

＊大宮中学校、本宮小

太田・太田東・本宮小、盛岡商業高

参加

ゆい灯り in 杜の道

田小学校、太田東小学校、盛岡商業

＊UR 都市機構

＊UR 都市機構

＊UR 都市機構

校

太田・太田東・本宮小、盛岡商業高

おおみや交番連絡協議会、本宮地

校

区町内会連絡協議会、太田地区自

おおみや交番連絡協議会、本宮地区

治協議会

町内会連絡協議会、太田地区自治協

高校

議会
ふるさとを記録す

盛岡市子ども科学館、イオン盛岡南

~本宮の今昔写真展

SC、本宮地区町内会連絡協議会

太田・本宮の歴史を歩こ

もりとぴあねっと

う
志波城まつり

10.2~21

10.4~19

10.7 40 人参加（もりとぴあねっ

6/7 盛南歴史ウオーク

10.2~24 500 点展示（史料含む）

9.17~10.2 会場：イオン盛岡南

10.11

9.4~5

9.4 会場：大宮中

と）
(志波城まつり実行委員会へ運営協

10.13

力)
太田・本宮探険塾

10.3~18

盛岡市歴史文化課、大宮中学校

11.17 大宮中生 7 人参加

10.12

6.12 20 人（お隣さん見学会）

通り愛称公募・披露式

1-②

カーブス盛岡本宮、ゆいとぴあ歯
科医院、盛岡市総合プール、めんこ
いテレビ、岩手県立美術館、盛岡市
立病院、かまどっこ
4.30 盛岡市道路管理課

ゆいっこ広場・通り借用

5 月~11 月 花壇植栽・管理 20 個

5.24 花壇植栽 管理 25 個人・事

人・事業所協力 助成：コメリ緑資

業所協力 助成：コメリ緑資金、セ

金

ブンーイレブンみどりの基金

4.29、5.1

4.24~25

4.23~24

6.7 170 人参加 50 本植樹

6.6 150 人 85 本植樹

10.25 盛岡タイムス40 周年 50

イオン盛岡南 SC 従業員別枠参加

本植樹

6.18~31 写真展（150 点展示）

11.7~3 月の毎週日曜、仮設ドッグ

3/20 盛岡ドッグランサポーター

ラン試行期間運営協力(登録受付

ズ設立総会

含む)

10.16 中央公園ドッグランオー

広場花壇に植栽

花壇管理

盛岡星まつり

5.10~11

（星まつり実行委員会へ運営協力）

6.7 15 人参加

盛南歴史ウオーク

協力：盛岡市遺跡の学び館
志波城・古代の森づくり
植樹祭

ドッグラン

プン
貸農園

14 区画

17 区画

助成事業

コメリ緑資金

コメリ緑資金
セブンーイレブン緑の基金
イオン黄色いレシート

3.11 東日本大震災

3.15 救援物資第 1 便、3.17 第2
便
3.28 ランドセルプロジェクト
4.29 日本酒で乾杯 300 人参加
義援金 81,787 円
5.31 盛岡タイムス 32,000
12 石屋ネーションプロジェクト
11/30 設立総会 推進委員 泉舘、

地域協働

高橋

会 長

役員

泉舘正彦

泉舘正彦

泉舘正彦

泉舘正彦

泉舘正彦

泉舘正彦

豊巻章道 鷹羽金司

豊巻章道 鷹羽金司 村山茂

豊巻章道 鷹羽金司 村山茂

豊巻章道 鷹羽金司 村山茂

鈴木悦郎

鈴木悦郎

豊巻章道 鷹羽金司 村山茂

豊巻章道 鷹羽金司 村山茂

村山茂 田中喜久男 大髙智佳

田中喜久男 大髙智佳子 藤村幸

田中喜久男 大髙智佳子 藤村幸

田中喜久男 大髙智佳子 藤村幸

田中喜久男 大髙智佳子 藤村幸

田中喜久男 大髙智佳子 藤村幸

子 藤村幸雄

雄

雄

雄

雄

雄

藤村勝己 高橋恵

藤村勝己 高橋恵

藤村勝己 高橋恵

藤村勝己 高橋恵

岩崎實 工藤繁

岩崎實 工藤繁

金沢陽介 和井内和夫

金沢陽介 和井内和夫

浅沼新一 勝部政子

浅沼新一 勝部政子

盛岡市総合プール利用者運営懇談会委

盛岡市総合プール利用者運営懇談会委

員 サンライフ盛岡運営委員

員

副会長
理 事

顧 問
監 事
他団体・講演・講師

浅沼新一 菊地陽子

浅沼新一 菊地陽子

浅沼新一 勝部政子

浅沼新一 勝部政子

6/11 杜の道めんこいフリーマー

10/18 中央公園事業計画ワークショ

11/17 活動センター主催講座
「ふる

ケット

ップ 活動センター

さと」本宮を見つめ直す」地域街づ

杜の道開通記念こども植

主催：ＵＲ イオン、ゆいネット盛

11/11 杜の道開通記念こども植樹

樹会 清掃活動

南、地域まちづくり懇話会

会：やまぼうし 3 本

くり懇話会と

委員など

サンライフ盛岡運営委員

盛岡タイムス特集号 4/11

盛岡タイムス特集号 4/16

住居表示対照表地図制作2/21 施行
盛岡タイムス掲載/チラシ配布

