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月日 接骨院名 電話番号
３/４ ふくしま接骨院（下飯岡11）639-7557
３/11 接骨院りゅう（本宮一） 636-0066
３/18 みかわ接骨院（西仙北一） 681-2577
３/25 さとう接骨院（月が丘一） 641-7586

【受付時間】９時～17時
※当番院が変更になることがあるので、事
前に電話で確認してからご利用ください

接骨院の日曜当番

月日 区分 名称 所在地 電話番号

３/４
㈰

内
鈴木内科医院 八幡町２-17 623-3038
石井内科消化器科医院 東緑が丘23-26 662-1615
秋浜内科クリニック 渋民字駅103 683-2333

外 向中野クリニック 向中野五丁目29-１ 613-2227
小 寺井小児科医院 山王町１-９ 623-8249
歯 宮田歯科医院 高松二丁目26-27 663-4848

薬

八幡町薬局 八幡町３-22 604-7770
しんせい薬局 東緑が丘23-８ 663-2366
たくぼく薬局 渋民字駅104 669-5800
調剤薬局ツルハドラッグ盛岡向中野店 向中野五丁目29-38 656-5260

３/11
㈰

内 大澤脳神経・内科・歯科クリニック 茶畑二丁目８-３ 652-0038
三愛病院 月が丘一丁目29-15 641-6633

外 ヒロバランスクリニック 松園二丁目37-10 664-6037
小 よしだクリニック 西仙北一丁目30-50 635-8341
歯 みやのデンタルオフィス 中屋敷町７-17 643-5773

薬

茶畑薬局 茶畑二丁目６-14 622-1800
月が丘薬局 月が丘一丁目29-７ 648-3939
みずほ薬局月が丘 月が丘一丁目29-16 601-8211
マリーン薬局 松園二丁目37-８ 664-0566
ひばり薬局 西仙北一丁目30-51 635-9797

休日救急当番医・薬局
内：内科、外：外科・整形外科、小：小児科、歯：歯科、薬：薬局
時間は９時から17時まで。ただし歯科は15時、薬局は17時半まで。往診はできません。

■友の会会員募集
【内容】年10回のイベント活動やボラ
ンティアなど【対象】小学生以上※小学
生は保護者同伴【定員】数人【申し込
み】３月15日㈭17時まで、同園で電話
受け付け。応募多数の場合は抽選

●建築物の指導や防災相談
　３月１日㈭～７日㈬は建築物防災週間。
市は消防署と協力して、不特定多数の人
が出入りする建築物の立ち入り査察と改
善指導を実施します。また期間中の月曜
から金曜に、市役所都南分庁舎２階の
建築指導課で、既存木造住宅や地震対
策などの防災相談所を開設します。【問】
同課☎639-9054【広報ＩＤ】1016380

●施設の利用制限
▶市立総合プール（本宮五）☎634-
0450：３月11日㈰・20日㈫は終日、利
用できません▶みちのくコカ・コーラ
ボトリングリンク（本宮五）☎601-
5001：３月17日㈯・18日㈰・20日㈫は
終日、使用できません。また、日によって
一般開放時間が異なるため、事前にお
問い合わせください

●市斎場やすらぎの丘慰霊式
　市斎場やすらぎの丘（三ツ割字寺山）
で火葬された人の慰霊式を開催します。
参列を希望する人は当日、供養塔前へお
越しください。【日時】３月29日㈭15時
半～16時【問】市民登録課☎626-7501

●４月から小学生になる児童の
    医療費受給者証を発送
　市は、次のいずれかに該当する人に、
医療費受給者証と医療費助成給付申
請書を２月28日に送付しました。助成を
受けるには、医療機関の窓口で同受給
者証と保険証の提示と同申請書の提出
が必要です。詳しくは医療助成年金課
☎626-7528へお問い合わせください。
【対象】２月16日時点で①乳幼児②重
度心身障がい者③ひとり親家庭等のい
ずれかの医療費受給者証を持ち、４月１
日㈰から小学校に入学する児童

●薮川地区公民館・
　薮川出張所が移転します
　４月１日㈰に薮川地区公民館・薮川
出張所は旧外山小学校跡地
（薮川字外山）に移転しま
す。【問】同館・同出張所☎
681-5111

●姫神ホールのピアノ開放
【日時】３月17日㈯～25日㈰、10時～20時
【場所】姫神ホール（渋民字鶴塚）【費用】
１時間につき個人1000円（同伴者500円、
高校生以下に同伴する保護者は１人まで
無料）、ピアノ教室3000円【申し込み】同
ホール☎683-3526で電話受け付け

●障がい者ボウリング教室
　障がいのある人もない人も、体力維
持や仲間づくりのため参加しませんか。
【日時】３月18日㈰９時～10時半【場
所】マッハランド（上堂一）【費用】無料
（貸靴代別途）【申し込み】３月11日㈰
17時まで、市身体障害者スポーツ推進
協議会の小野さん☎622-6507（ファク
ス兼用）で電話かファクスで受け付け

●家庭倫理講演会
【日時】３月21日㈬10時～11時半【場
所】都南公民館（永井24）【内容】家族
と共に生きる大切さを講演と実例から学
ぶ【費用】1000円【問】家庭倫理の会岩
手の大久保弘

ひろし

会長☎090-3367-7303

●もりげきライヴ
【日時】３月21日㈬15時半～17時半【場
所】盛岡劇場（松尾町）【出演】笹原美

み

香
か

【費用】前売り1000円、当日1200円。小
学生以下無料【問】同劇場☎622-2258

●シネマ上映会
【日時】３月24日㈯10時～11時40分
【場所】見前南地区公民館（西見前13）
【内容】「小さな世界はワンダーランド
～驚異と感動の生き物たちのドラマ！
～」の上映【定員】先着30人【費用】無
料【問】同館☎601-6735

●動物公園に行こう
　動物公園（新庄字下八木田）は、冬
期間の休園を終え３月15日㈭に開園し
ます。【開園期間】11月30日㈮まで、９
時半～16時半（毎週水曜休園。水曜が
祝日の場合は翌日）【入園料】１回500
円、年間パスポート1000円※中学生以
下と65歳以上は無料【問】同園☎654-
8266
■昆虫採集クラブ会員募集
【内容】年10回の昆虫採集など【対象】
小・中学生と保護者【定員】数人【費
用】初回のみ1625円。各回ごとに入園
料が必要【申し込み】往復はがきに住所
と名前、年齢、学校名・学年、電話番号、
「昆虫採集クラブ希望」と記入し、〠
020-0803新庄字下八木田60-18、動
物公園へ。３月14日㈬必着。応募多数
の場合は抽選

をご覧ください。

●家畜所有者は定期報告を
　家畜の所有者には、飼養状況を毎年
報告することが義務付けられています。
平成30年分の報告期限は、牛や豚、馬、
ヤギなどが４月15日㈰、鶏やアヒル、ウ
ズラなどが６月15日㈮です。【問】農政
課☎613-8457か県中央家畜保健衛生
所☎688-4111【広報ＩＤ】1018687

●宝くじ助成で備品を整備
　宝くじの社会貢献広報事業によるコ
ミュニティ助成を受け、次の備品を整備
しました。

▲

太田地区自治会協議会：ノ
ートパソコンとプリンター、プロジェクタ
ー、カメラ機材、テレビ、ブルーレイレコ
ーダー、スクリーン▶永井地区まちづく
りの会：太鼓とたすき、法

は っ

被
ぴ

【問】市民
協働推進課☎626-7535

●寄付をいただきました
■公益財団法人盛岡市文化振興事業団
（三浦宏

ひろし

理事長）
31万円。子ども未来基金のために。

■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎かみしばいのへや
【日時】３月８日㈭15時半～16時
【対象】幼児～小学生
◎おはなしころころ
【日時・対象】３月９日㈮、10時20分～
11時は１歳３カ月以上の幼児、11時10
分～11時半は１歳２カ月以下の乳児
【内容】わらべ歌や手遊びなど
◎おはなしのじかん
【日時・対象】３月10日㈯、11時～11時
20分は４歳～小学１年生、11時半～12
時は小学２年生以上
◎えほんのへや
【日時】３月15日㈭15時半～16時
【対象】幼児～小学生
■都南図書館（永井24☎637-3636）
◎おはなしのじかん
【日時】３月14日㈬11時～11時半
【対象】幼児
◎おとぎのへや
【日時】毎週土曜、14時半～15時
【対象】幼児～小学生
■渋民図書館（渋民字鶴塚☎683-2167）
◎えほんのへや
【日時】３月21日㈬15時半～16時
【対象】小学１～３年生
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
◎わくわくおはなし会
【日時】３月10日㈯11時～11時半

【対象】４歳～小学生
◎おひざにだっこの会
【日時】３月16日㈮10時
半～11時
【対象】０歳～４歳
■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
【日時】３月14日㈬10時半～11時
【対象】幼児
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
◎ふたばおはなし会
【日時・対象】３月14日㈬、10時～10
時40分は１歳３カ月～３歳の幼児、10
時50分～11時10分は０歳～１歳３カ月
以下の乳幼児
◎おはなしのひろば
【日時】３月17日㈯10時半～11時10分
【対象】幼児～小学生
■都南公民館（永井24☎637-6611）
◎子どもシネマランド
【日時】３月10日㈯10時半
～11時半
【内容】「美女と野獣」など
３本を上映

●固定資産税の縦覧・閲覧
市は、固定資産税の縦覧と閲覧を行

います。納税通知書か本人確認書類を
ご持参ください。【対象】市内に土地
や家屋を所有し、固定資産税が課税さ
れている人【場所】市役所別館６階の
資産税課 ▼ 縦覧【日時】４月２日㈪～５
月１日㈫（土・日曜、祝日を除く）、９時
～17時【費用】無料 ▼ 閲覧【日時】30
年度分は４月２日から随時【費用】１件
300円※縦覧期間中は無料【問】同課
☎626-7530【広報ＩＤ】1000522

●家屋新築や取り壊しは連絡を
  住宅や事務所などのほか、車庫や物置
など小規模な建物も固定資産税の課税
対象です。家屋の新築や増築、大規模な
改築、取り壊しをしたときはご連絡くだ
さい。【問】資産税課☎613-8403【広
報ＩＤ】1017678

●スポーツ安全保険に加入を
　スポーツや文化活動などを団体で行
うときに加入できる保険の、30年度分
の申込用紙を市の体育施設などで配布
中。申し込みは３月１日㈭から受け付け
ます。【保険期間】４月１日㈰～来年３
月31日㈰【掛け金】１人800円～※加入
区分により金額が異なります【問】スポ
ーツ安全協会県支部☎648-0400　

●「マザー・リープス」スタッフ
　を募集
　マザーリープス（子育て応援プラザ
m

マ

a＊m
モ ー ル

all内）で働くスタッフを若干
名募集します。【業務内容】経理業務
や電話オペレーター、デスクワークな
ど【対象】未就学児を持つ親【面接日
期】３月中。詳しくは申込時に決定【申
し込み】３月５日㈪９時から先着順に電
話受け付け。50人で締め切り【問】プラ
イドコクーン☎601-2520【広報ＩＤ】
1021990

●ボランティアを募集
■ふれあい花壇ボランティア
【活動日時】４月～11月の毎週月・水・
金曜、９時半～11時半【内容】もりおか
歴史文化館（内丸）前の花壇作り【問】
ＮＰＯ法人緑の相談室☎681-0722
■被害者支援ボランティア
【内容】犯罪被害者やその家族が病院
や裁判所などに行く際の付き添いや支
援の広報活動など【対象】県内在住の
25歳以上【申込期限】４月15日㈰まで。
申し込み方法など詳しくはいわて被害
者支援センター☎621-3750へ問い合
わせるか、同支援センターホームページ

もりおか暮らし物語賞
　市は、盛岡ブランドの推進に
寄与し、その功績が顕著である
人や団体を「もりおか暮らし物語
賞」として表彰しています。29年
度の受賞者を次のとおり決定し
ました。【問】都市戦略室☎613-
8370【広報ＩＤ】1009730

御所湖の清流を守る会
（高橋 金

き ん

兵
べ

衛
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会長）

湖畔の景観保全など
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げ ん

 澪
れ い

さん

アートのまちの振興

斎藤 五
ご

郎
ろ う

さん

盛岡に暮らす人の魅力発信

協同組合盛岡手づくり村
（佐々木 俊

と し

幸
ゆ き

理事長）

伝統工芸と観光の振興

功績など詳しくは

市公式ホームページを

ご覧ください！

道明・太田地区の保留地を売却
市は、土地区画整理事業で整備された次の保留地を売却します。

所在地や売却額など詳しくは、市公式ホームページをご覧ください。
【地区】道明地区（向中野）６区画
　　　　太田地区（下太田沢田、中太田新田）10区画
【対象】成年被後見人や被保佐人、破産者でない人
【申込期間】３月６日㈫～22日㈭（土・日曜、祝日を除く）　　               
                  ８時半～17時。郵送は22日必着
【申し込み】道明地区は盛岡南整備課に、太田地区は市街地整備課
　　　　　　に備え付けの抽選申込書と必要書類を直接提出。郵送
　　　　　　でも受け付け
【問】盛岡南整備課☎639-9032、市街地整備課☎639-9056
【広報ＩＤ】1008697（道明地区）、1008686（太田地区）

保留地売却の説明会を開催します。直接会場へどうぞ。
【日時】３月８日㈭10時～【場所】都南分庁舎３階研修室（津志田14）

説明会を開催！

　もりけんに挑戦（27年度３級問題）�（正解は12ページに掲載）
　盛岡市の鳥は何ですか。
　①キジ　②ツル　③ハクチョウ　④セキレイ

図　書

お知らせ


