MORIOKA
乗り手として参加した
子どもたち

沿道からの声援に笑顔で
応える乗り手たち

少し疲れたけど
楽しかったよ！

▼

SPORTS
Information

を無料で掲載するコーナーです。掲載は

わんこダンスで
国体・大会を盛り上げよう！
♬

聴広報課へどうぞ。なお、場所などは掲
載時点での予定です。

8［広報もりおか 28.７.１］

次の団体から心温かい寄付をいただきま
した。ありがとうございました。大切に活
用させていただきます。

■盛岡西ロータリークラブ
あきひろ
（栃内明啓会長）
50万円。子ども未来基金のために。

●夜間納付相談
【日時・場所】７月５日㈫・７日㈭、17
時 半～20 時は納税課（市役 所別館２
階）と健康保険課（同１階）。毎週木曜、
17時15分～19時は玉山総合事務所税
務住民課（渋民字泉田）
【問】納税課☎
613-8462

●ひとり親家庭等無料法律相談
【日時】７月27日㈬10 時～15時【場
所】県福祉総合相談センター（本町通
三）
【内容】日常生活の困り事について
の相談【申し込み】県母子寡婦福祉連
合会☎623-8539へ電話予約

催

し

●成年後見相談

●子育てを楽しく

【日時】７月11日㈪・25日㈪、13時半～
16時【場所】成年後見センターもりおか
（菜園一）
【費用】無料【申し込み】同
センター☎626-6112へ電話予約

市立とりょう保育園子育て支援セン
ターは、次のとおり子育て支援の場を
開設します。時間はいずれも10時～11
時半。参加無料です。
【問】同センター
☎651-8580 ぴよぴよルーム【期日・
場所】７月５日㈫は高松地区保健センタ
ー（上田字毛無森）、22日㈮は飯岡地
区保健センター（下飯岡８）
【対象】０
歳の子と保護者 にこにこルーム【期
日・場所】７月７日㈭は西部公民館（南
青山町）、21日㈭は高松地区保健セン
ター【対 象】０歳～３歳の子と保護者
マタニティサロン【期日】７月20日㈬
【場所】とりょう保育園（肴町）
【対象】
初妊婦【申し込み】同支援センターへ電
話予約
■市立保育園の一斉開放（13園）
【日時】７月12日㈫・19日㈫・26日㈫、
９時半～11時【対象】０歳～就学前の子
と保護者や妊婦

●リハビリ無料相談会
【日時】７月14日㈭10 時～12 時【場
所】市立身体障害者福祉センター（若
園町）
【申し込み】同センター☎625 1151で電話受け付け

●補聴器無料相談会
【日時・場所】７月20日㈬、10時～11
時半は市立地域福祉センター（手代森
14）、13時半～15時は市立身体障害者
福祉センター（若園町）
【問】地域福祉
センター☎696-5640

●ブランクがある人の就職相談
【日時】７月23日㈯10 時～16時【場
所】もりおか若者サポートステーション
（盛岡駅前通）
【対象】前職からブラン
クのある15歳～39歳【定員】５人【申し
込み】７月６日㈬９時から、同ステーシ
ョン☎625-8460で先着順に電話受け
付け
広

●企画展で楽しもう！
■「阿部陽子」展
【日時】７月９日㈯～９月22日㈭、10時
～17時半【場所】もりおか啄木・賢治青
春館（中ノ橋通一）
【内容】市在住の版

こ

画家・阿部陽 子 さんが山や人物を描い
た作品を展示【費用】無料【問】同館☎
604-8900
■原敬生誕160年記念展「花の安政三
年組～原敬と同世代の南部人たち」
【日時】７月９日㈯～９月25日㈰、９時
～17時【場所】原敬記念館（本宮四）
【内容】南部領で同年生まれの原敬や
佐藤昌介、田中舘愛橘らの交流と業績
を紹介【費用】入館料が必要【問】同館
☎636-1192
■「金の山 鉄の山」展ギャラリートーク
【日時】７月10日㈰13時半～14時【場
所】もりおか歴史文化館（内丸）
【内容】
開催中の同展について、学芸員が解説
【定員】先着20人【費用】入館料が必要
【問】同館☎681-2100
■「啄木の妻節子」展ギャラリートーク
【日時】７月31日㈰14時～14時半【場
所】石川啄木記念館（渋民字渋民）
【内
容】開催中の同展について、学芸員が解
説【費用】入館料が必要。当日、会場へ
どうぞ【問】同館☎683-2315

●留学生とのガーデンパーティ
～世界の屋台村～
【日時】７月９日㈯12時～15時【場所】
岩手大（上田三）
【内容】留学生によるお
国自慢料理の販売や民俗芸能の披露な
ど【問】盛岡国際交流協会☎626-7524

●キャラホール合唱祭
【日時】７月10日㈰13時 半～15時 半
【場所】キャラホール（永井24）
【内容】
市内と近郊で活動する団体の発表【費
用】無料【問】都南公民館☎637-6611

●国体本大会77日前記念
モリモリサポーターズ団結式
【日時】７月16日㈯13時 半～15時 半
【場 所】キャラホール（永井24）【内
容】元プロテニスプレーヤーの沢松奈生
子さんによる講演「教えられたこと学ん
だこと～テニスとわたし」や、県警音楽
隊による国体式典音楽の演奏など【費
用】無料。当日、会場へどうぞ【問】国
体推進局企画総務課☎603-8009
な

お

こ

●盛岡弁で語る昔話
【日時】７月16日㈯14時～15時【場所】
もりおか歴史文化館（内丸）
【内容】ナ
レーターの小野寺瑞 穂さんやボランテ
ィアらが盛岡弁で昔話などを語る【定
員】先着50人【費用】展示室入場料が
必要【問】同館☎681-2100
み ず ほ

●動物公園へ行こう

動物公園（新庄字下八木田）で次の
イベントを開催します。
【問】動物公園
☎654-8266 ホタルの夕べ【日時】
７月16日㈯～18日㈪、19時～21時【内
●おでって芸能館
容】夜のホタル や動 物の様 子を観 察
【費用】無料 サマースクール【日時・
【日時】７月９日㈯14時～15時半【場
所】プラザおでって（中ノ橋通一）
【出
対象】８月４日㈭・５日㈮・８日㈪・９日
演】民謡は三上紀 子 と山上衛 、山本樹 、 ㈫①小学１～２年生は８時半～15時半
②小学３～中学３年生は８時半～17時
津軽三味線は佐藤竜雅【費用】前売り
【内容】飼育係体験など【定員】①各日
1000円、当日1500円。高校生以下無
15人②各日35人【費用】無料※付き添
料。前売り券を同館２階で販売中【問】
いは入園料が必要【申し込み】７月20
同館☎604-3300
▲
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寄付

談
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けいぞう

きんよう

と遊び。ラケットは貸し出します 対象
３～６歳 の 子と保 護 者 費用 １家 族
500円 問 工藤さん☎090-7566-3924
●日中健康太極拳会員募集
日時 毎週月曜（第３週は火曜）、10時
～12時 場所 盛岡体育館（上田三）費用
半年8000円 問 工藤さん☎662-2934
●巣子スピードスケート少年団
団員募集
▶ショートトラック 日時 10月までの
毎週月曜、18時15分～19時45分 場所
みちのくコカ・コーラボトリングリン
ク（本宮五）▶ローラースケート 日時
毎週土・日曜、祝日、14時～17時
場所 県営スケート場（みたけ五）※
11月からはスピードスケート 対象 小
学１年～中学３年生 費用 月2500円 問
しも や しき
下屋敷さん☎090-5353-6320
●リフレッシュ体操会員募集
日時 毎週火曜、10時～11時半 場所
杜陵児童センター（清水町） 費用 月
2200円 問 村山さん☎654-0377
●太極拳「ユリノキ会」会員募集
日時 毎週水曜、10時～12時 場所 都

南公民館（永井24） 費用 １回500円
問 藤澤さん☎080-1673-7573
●パッチワークサークル
「キルトの会」会員募集
日時 毎月第２・４水曜、10時～12時
場所 県公会堂（内丸） 費用 月1200円
問 中村さん☎651-6313
●ママさんバスケットボールクラブ
会員募集
日時 毎週金曜、19時～21時 場所 河
南中体育館（茶畑二） 費用 月200円
この ま
問 木間さん☎090-3126-8706

♪

♬

よう

▲

●岩手大学ギターアンサンブル
サマーコンサート
日時 ７月２日㈯18時～ 場所 舘坂橋教
会（館向町） 内容 クラシックギター
の重奏や合奏など 費用 無料 問 中嶋さ
ん☎090-5731-8166
●フォト西部＆菊池啓造写真展
日時 ７月５日㈫～８日㈮、９時半～
17時（５日は13時から、８日は15時
まで） 場所 西部公民館（南青山町）
費用 無料 問 吉田さん☎646-0572
●茶の湯文化にふれる市民講座
日時 ７月10日㈰13時～14時半 場所
県民会館（内丸） 内容 「茶の湯と
香」と題した講演※11時～15時半
に呈茶席あり（講演中を除く） 費用

♬

を凝らし、運動会などで披露。「とふっち」が駆け付け
た学校もあり、子どもたちと一緒に元気よく踊りました。
皆さんも、運動会や地域のイベントなどでわんこダン
スを踊って国体・大会を盛り上げましょう！【問】同実
行委員会事務局（国体推進局内）☎613-8147

内容 スポンジボールを使ったテニス

相

♪

▲

先着順です。掲載方法など詳しくは、広

無料 問 北田さん☎662-4996
●ゴスペルコンサート
日時 ７月15日㈮18時半～ 場所 善隣
館（大沢川原三） 内容 ボーカリスト
のティム・ケプラーさんのコンサー
ト 費用 無料 問 大原さん☎641-1368
●カルトナージュ作品展示会
日時 ７月16日㈯～17日㈰、10時～
18時（17日は17時半まで） 場所 盛
久ギャラリー（中央通一） 内容 同作
品やハンドメードバッグの展示 費用
無料 問 下田さん☎090-7321-1314
●欣葉会水墨画展示会
日時 ７月20日㈬～22日㈮、10時～
17時（22日は16時まで） 場所 プラ
ザおでって（中ノ橋通一） 費用 無料
問 平塚さん☎696-4335
●大人のための日本舞踊体験会
日時 ７月21日㈭13時～15時 場所 杜
陵老人福祉センター（南大通一）
対象 女性（要予約） 費用 無料 問 菅原
さん☎090-8617-5022
●ファミリーエンジョイテニス
日時 ８月３日㈬10時～11時半 場所 市
立太田テニスコート（上太田穴口）

けんぞう

谷口堅三選手
フォワード
背番号：11
鹿児島県出身

情報インデックス
♪

間近に迫った希望郷いわて国体・希望郷いわて大会を
盛り上げようと、市内の小学校では「わんこダンス」に
取り組んでいます。わんこダンスは、「わんこきょうだ
いのうた～国体・大会ver.～」の曲に合わせて楽しく踊
れるダンス。各学校は振り付けをアレンジするなど工夫

かい と

久保海都選手
ディフェンダー
背番号：２
盛岡市出身

グルージャの７・８月のホームゲーム
【会場】いわぎんスタジアム（永井８）
節
キックオフ
対戦相手
15 ７月３日㈰15時～ ガイナーレ鳥取
17 ７月16日㈯15時～ セレッソ大阪Ｕ-23
19 ７月31日㈰15時～ ガンバ大阪Ｕ-23

応援よろ
し
く
お願いします
！
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第10節で待望の今季初勝利をつ
かみ取ったグルージャ盛岡。その勢いで白
星を積み重ねていってもらうためにも、会
場での応援で選手を後押ししましょう！

今シーズン、個人としては 得点
５アシストを目標にしています。
見てほしいのは、前線で体を張っ
たポストプレーとゴール！ 観戦
に来る全ての皆さんに最高の週末
を過ごしてもらうため戦います！

みの様 子も
各学校での取り組
ページで
ーム
ホ
の
同実行委員会
紹介しています♪
ぜひご覧ください

2015-16シーズンを終えた岩手ビッグブル
ズ。東地区５位、プレイオフで準決勝進出という好成績を収
め、bjリーグとしては最後のシーズンを終えました。
秋には、企業チームも参加するナショナルリーグとbjリー
グを統合した新しい「Ｂリーグ」が開幕します。ブルズは２部
からのスタート。１部昇格を目指して戦う岩手ビッグブルズ
に、大きな声援を送りましょう！
今後は開幕に向けた新チーム情報をお楽しみに！

大勢のブースターとの記念撮影ⓒIWATE BIGBULLS/bj-league
材木町で休憩する
馬コとの触れ合い
を楽しむ人たち

チャグチャグ馬コ同好会の大志田
結夏さん（右）・美冬さん姉妹。
「馬コとの貴重な触れ合いを楽し
んでほしい」

チャグチャグ馬コ（同保存会・同好会主催）が６月11
日に開催されました。今年は73頭の馬コが参加。色鮮や
かな装束や「チャグチャグ」という軽やかな鈴の音で、沿
道に集まった観客の目と耳を楽しませました。
最高気温30.5度の暑さの中、伝統装束に身を包んだ引
き手たちは堂々と行進。小さな乗り手たちも、馬コの背中
から見る普段とは違う景色に少し緊張しながらも、観客に
笑顔で手を振っていました。一行は、約13㌔のコースを
途中で休憩しながら約４時間半かけて行進し、無事に盛岡
八幡宮に到着しました。

グルージャ盛岡

Ｊリーグの舞台でプレーできるこ
とを心から感謝しています。まず
は試合に出場し、最少失点に抑
え、そして体を張った守備でチー
ムに貢献し、皆さんに勇気と感動
を与えられるよう頑張ります！

馬コたちが年に一度の大行進

市民サークルの会員募集や催事情報など

岩手ビッグブルズ

応援しよう！
盛岡の
ポーツ
プロス

初夏の空に響く鈴の音

市民伝言板

岩手・盛岡を地元にするプロスポーツチーム、バスケットボールの岩手ビッグブルズとサッカーのグルージャ盛岡。両チームの活躍を随時紹介しています。
【問】スポーツ推進課☎603-8013

のり

こ

まもる

いつき

りゅう が
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もりけんに挑戦（27年度３級問題）❸（正解は12ページに掲載）
南部利直が城下町盛岡の町割を決める際に、家臣の北信愛が提案したとされる町割構造は何と
呼ばれていますか。
①一ノ字の町割 ②五ノ字の町割 ③七ノ字の町割 ④十ノ字の町割

さいめい

どうもん

●市戦没者追悼式
【日時】７月20日㈬11時～12時【場所】
盛岡劇場（松尾町）
【内容】先の戦争で
亡くなった人に対して追悼の意を表し平
和を祈る【問】地域福祉課☎626-7509

●いわて就職面接会Ⅱ
【日時】７月20日㈬13時～16時半【場
所】岩手産業文化センター（滝沢市）
【対象】29年３月卒業予定で県内への
就職を希望する学生や既卒者、一般求
職者など。当日、会場へどうぞ【問】ふ
るさといわて定住財団☎653-8976

●もりげきライヴ

●上田公民館夏まつりさんさ踊り

●講演「スーパーキッズの展望」
【日時】７月23日㈯10時～11時半【場
所】中央公民館（愛宕町）
【内容】県教
育委員会事務局スポーツ健康課の三ケ
田礼一さんが「岩手国体を応援しよう！
いわてスーパーキッズ育成の展望」と題
して講演【費用】無料【申し込み】７月
５日㈫10時から、同館☎654-5366で
電話受け付け
れい

いち

●森と湖 in 綱取2016！
【日時】７月27日㈬９時半～15時【場
所】綱取ダム（浅岸）
【内容】ダム湖巡航
（定員70人）やダム施設見学など【費
用】無料【申し込み】巡航のみ７月19日
㈫必着。詳しくは、市公式ホームページ
広
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●子ども科学館で遊ぼう
子ども科学館（本宮字蛇屋敷）で表
１のとおりイベントを開催します。
【問】
同館☎634-1171

●区界高原子どもの丘林間学校
【日時】８月５日㈮～７日㈰の２泊３日
【場所】区界高原少年自然の家（宮古

㈪、13時～13時20分
あそぼう！」
特別展
７/21㈭～８/21㈰
「昆虫ワールド」 ９時～16時半
７/23・24・30・31
スペシャルワーク
土・日曜、10時半～と
ショップ「マーブ
11時半～、14時半～、
リングうちわ」
15時半～（各30分間）
夏休み実験工作教 ①８/２㈫・４㈭・８㈪
室
②８/３㈬・５㈮・９㈫
①虹色万華鏡
10時～11時と13時～
②カチカチ振り子 14時

●産業まつり出展者を募集
【開催期間】９月28日㈬～10月３日㈪
【場所】カワトク（菜園一）
【対象】市内
で食品や民芸・工芸品を生産している
事業所【申し込み】７月28日㈭必着。詳
しくは、市公式ホームページをご覧くだ
さい【問】ものづくり推進課内、同まつ
り実行委員会事務局☎626-7538

●盛岡愛あふれる15秒ＣＭ
共同制作者を募集
盛岡の魅力あふれる15秒ＣＭを市と
共同で制作し、岩手朝日テレビ主催のふ
るさとＣＭ大賞に出品する個人・団体を
募集します。
【制作内容】企画書を基に
選ばれた共同制作者は、作品内容を市
と話し合いながら撮影・編集します。機
材などは原則、共同制作者が負担。市は、
撮影場所のあっせんなどを支援し、報償
金３万円を支払います。制作期限は10月
７日㈮【申し込み】７月29日㈮17時必着。
詳しくは、市公式ホームページをご覧く
ださい【問】広聴広報課☎613-8369

●愛宕山記念公園の愛称が決定
市は、愛宕山記念公園（愛宕下）のネ
ーミングライツ・パートナーを㈱岩手ホ
テルアンドリゾートに、愛称を「盛岡グ
ランドホテル・ウェディングヒル愛宕山
公園」に決定しました。
【問】公園みど
り課☎639-9057
定員
各回
35人
なし
なし
各回
20人
各回
20人

▼

図

▼

中学生の国際交流に関する作文を募
集。審査通過者はスピーチコンテストに
出場し、その上位者は中学生ビクトリア
市研修に参加できます。詳しくは、盛岡
国際交流協会ホームページをご覧くだ
さい。
【募集期間】７月６日㈬～27日㈬
【問】同協会☎626-7524

内容（費用）
セミの鳴き声に似た音が鳴るおもちゃ
を作る
（各回150円）
ドライアイスの性質を知ることができ
る実験
（展示室入場料が必要）
カブトムシやクワガタムシの展示、ス
タンプラリーなど（300円）
マーブル模様のオリジナルうちわを作
る（各回250円）
※各日９時から当日分の整理券を受付
で配布（１人につき１枚）
①虹色の模様が見える万華鏡を作る
②振り子のおもちゃを作る（各回800
円）※各日９時から当日分の整理券を
受付で配布（１人につき１枚）

ー

書

接骨院の日曜当番

じゅん い ち

休日救急当番医・薬局

▲

上田公民館（上田四）で、三世代上
田子どもさんさの披露やゲーム、屋台な
どを楽しめる夏祭りを開催します。
【日
時】７月22日㈮18時～20時半※雨天時
は同館内【問】同館☎654-2333

お知らせ

フ

▲

【日時】７月20日㈬19時～21時【場所】
盛岡劇場（松尾町）
【出演】Ｊ・Ｃメモリ
アルバンド【費用】前売り1000円、当日
1200円。小学生以下無料【問】同劇場
☎622-2258

【日 時】８月2 7日㈯９時～13 時【場
所】ふれあいランド岩手（三本柳８）ほ
か【内容】フライングディスクやボウリ
ングなど【対象】身体障がいや知的障
がい、精神障がいがある13歳以上【費
●岩手山市民登山
用】無料※ボウリングの貸靴代は実費
【申し込み】市役所本館５階の障がい
【日時】７月30日㈯５時～18時【場所】
福祉課で直接受け付け。７月７日㈭17
都南分庁 舎（５時集合）か内丸の県民
会館脇（５時20分集合）からバスで移動。 時締め切り【問】同課☎613-8346
馬返し登山口を発着点とするコース【対
象】体力に自信がある小学４年～70歳
※中学生以下は保護者同伴【定員】45
人【費用】小・中学生3500円、高校生
以上4500円【申し込み】往復はがきに
●高校生からの地域づくり研修
住所と名前、年齢、電話番号、集合場所
参加者を募集
を記入し、〠020-8531若園町２-18、市
役所スポーツ推進課「岩手山市民登山
８月７日㈰～９日㈫に山形市などで
係」へ。はがき１枚につき３人まで申し込
開かれる「サマーアイデアキャンプ」に
みできます。７月19日㈫必着。定員を超
参加する高校生を若干名募集。市は、
えた場合は抽選【問】同課☎603-8013
旅費と宿泊料を負担します。
【内容】全
国から参加する高校生と共に地域づく
●こどもエンゲキ体験～夏組～
りについて学び、市が８月20日に開催
予定のフォーラムでその内容を発表【対
【日時】８月２日㈫～７日㈰ 、13時～
象】市内に住むか、市内に通う高校生
16時（５日㈮は16時半まで、６㈯・７㈰
【申し込み】７月７日㈭17時半必着。定
は10時から）、全６回【場所】盛岡劇場
員を超えた場合は選考。詳しくは、市公
（松尾町）
【内容】演劇作りの楽しさを
式ホームページをご覧ください【問】地
体験【対象】小学３～６年生【定員】30
域福祉課☎626-7509
人【費用】3000円【申し込み】７月19
日㈫21時半必着。定員を超えた場合は
●ゆかたコンテスト参加者と
抽選。詳しくは、市公式ホームページを
ミスゆかたのまち盛岡を募集
ご覧ください【問】同劇場☎622-2258
７月16日㈯16時からホットラインサ
●夏山にチャレンジ
カナチョウで開かれるゆかたコンテスト
の参加者を募集します。 一般の部【定
【日時】８月３日㈬～５日㈮の２泊３日
【場所】区界高原少年自然の家（宮古
員】個人またはグループ10組 ミスの
市）【内容】登山や夜の森 探 検、野外
部【対象】市内または近隣に住んでいる
炊事、キャンプファイヤーなど【対象】
表１ 子ども科学館の各種イベント
小学４～６年生【定員】40人【費用】
イベント名
日時
5000円【申し込み】７月15日㈮必着。
７/10㈰・17㈰・18㈪
ワークショップ
10時半～12時と14時～
定員を超えた場合は抽選。詳しくは、市
「ブンブンゼミ」
15時半
公式ホームページをご覧ください【問】
サイエンスショー
７/10～31の日曜と18
同自然の家☎0193-77-2048
「ドライアイスで

ヤ

▼

【日時】７月17日㈰９時半～15時【場
所】中央 公民 館（愛 宕 町）【内 容】三
彩流彩茗会と表千家同門会による茶会
【費用】900円【問】同館☎654-5366

●市障がい者スポーツ大会

●国際交流作文を募集

ご相談ください。なお、この見直しに伴
【日時】７月20日㈬15時半～16時
●自衛官を募集
い、29年度中は同手続きはできません。
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
【問】農政課☎626-7540（玉山地域
◎おひざにだっこの会
市が 差し押さえた不 動産や動産を
防衛省は、自衛官（防衛大学校・防
は産業振興課☎683-3852）
【日時】７月15日㈮10時半～11時
Yahoo!官公庁オークションで公売しま
衛医科大学校・航空学生・防医大看護
■上田公民館（上田四☎654-2333）
学科学生・一般曹候補生・自衛官候補
す。
【申込期間】７月７日㈭13時～26日
●森林の伐採・開発には届け出を
◎なかよしおはなし会
生）を募集しています。詳しくは、盛岡
㈫23時【公売方法・期間】 入札：８月
【日時】７月13日㈬10時半～11時
募集案内所☎641-5191へお問い合わ
２日㈫13時～９日㈫13時 せり売り：８
森林を伐採・開発するときは、事前に
■都南公民館（永井24☎637-6611）
せください。
月２日㈫13時～４日㈭23時【問】納税
届け出や許可申請の各種手続きが必要
◎子どもシネマランド
課☎613-8466
です。【問】 保安林での立木の伐採
【日時】７月９日㈯10時半～11時半
や土地の形質の変更：盛岡広域振興局
●若園町分庁舎と身体障害者
【内容】
「ブレーメンの音楽隊」など３本
林務部☎629-6615 保安林以外の森
福祉センターで改修工事
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
林での１㌶を超える開発行為：同林務
◎ふたばおはなし会
■市立図書館（高松一☎661-4343）
部☎629-6616 保安林以外の森林で
若園町分庁舎と身体障害者福祉セン
【日時・対象】７月６日㈬、10時～10時
◎えほんのへや
ター（いずれも若園町）で、７月８日㈮か
の１㌶以下の開発行為または立木の伐
40分は１歳３カ月～３歳、10時50分～
【日時】７月７日㈭15時半～16時
ら29年３月中旬まで改修工事を行いま
採：市役所林政課☎613-8451（玉山
11時10分は１歳３カ月未満
◎おはなしころころ
す。期間中、不便をお掛けしますが、ご協
地域は産業振興課☎683-3853）
◎おはなしのひろば
【日時・対象】７月８日㈮、10時20分～
力ください。
【問】管財課☎626-7507
●盛岡花火の祭典前売り券発売
【日時】７月16日㈯10時半～11時10分
11時は1歳３カ月以上の幼児、11時10
●盛岡体育館の休館日の変更
■松園地区公民館（東松園二☎661-8111）
分～11時半は１歳２カ月以下の乳児
８月６日㈯19時25分から都南大橋
◎おはなしのじかん
下流の北上川河畔で開かれる「盛岡花
盛岡体育館（上田三）は、７月18日㈪
◎家庭教育支援事業おはなし★らんど
【日時・対象】７月９日㈯、11時～11時
火の祭典」の指定席券と入場券を、７
に開館し、19日㈫は休館します。
【問】
【日時】７月６日㈬10時～12時
月１日㈮から８月１日㈪まで販売します。 20分は４歳～小学１年、11時半～12時
同館☎652-8855
【内容】未就学児への読み聞かせなど
は小学２年以上
【販売場所】盛岡商工会議所都南支所
◎プレールーム映画会
●総合プールの利用制限
◎科学談話会
（永井23）と市内プレイガイド【費用】
【日時】８月１日㈪14時～15時
【日時】７月13日㈬18時半～20時
①イス券1300円（入場料含む。同支所
【内容】
「鴨とりごんべえ」など３本
市立総合プール（本宮五）は、大会な
【内容】
「５年を経過した津波被災地の
でのみ販売）②指定席券1300円（入場
どのため、７月３日㈰～６日㈬、９日㈯・
現状とこれからを考える」と題し、岩手
料含む。当日1600円）③入場料200円
10日㈰は終日利用できません。また、
７月
大の広田純一教授が講演
（中学生以上。当日400円）
【問】同支
７日㈭以降、屋内メインプールは利用で
所内、同祭典実行委員会☎638-3399
きません。
【問】同プール☎634-0450
◎かみしばいのへや
【受付時間】９時～17時
【日時】７月14日㈭15時半～16時
●屋外プールがオープン
●エコライフ推進キャンペーン
※当番院が変更になることがあるので、事
■都南図書館（永井24☎637-3636）
前に電話で確認してから利用してください
◎おはなしのじかん
屋外プールの今季営業が始まります。
７月はごみの減量と正しい出し方を
月日
接骨院名
電話番号
【日時】７月13日㈬11時～11時半
利用料金は、中学生以下100円、高校
呼び掛けるキャンペーン月間。ごみ集積
７/３ ふくしま接骨院
（下飯岡11）639-7557
◎おとぎのへや
生200円、一般300円です。
【問】市立
場所での立会指導やのぼりの設置によ
７/10 ひかり整骨院（高松二） 663-7515
【日時】毎週土曜、14時半～15時
総合プール☎634-0450 総合プール
る啓発などを行います。
【問】資源循環
７/17 みかわ整骨院（西仙北一）681-2577
■渋民図書館（渋民字鶴塚☎683-2167）
推進課☎626-3733
（本宮五）内、サブプール【開場時間】
７/24 あきもと接骨院（北飯岡二）681-3186
７/31 村上整骨院（青山一）
645-2313
７月１日㈮～８月20日㈯、10時～18時
◎えほんのへや
●コワーキングスペース利用開始
半※総合プール内、飛び込みプールの利
用は８月20日㈯まで。時間や料金など
市産業支援センター（大通三）の交
はお問い合わせください 都南中央公
流ホールは、７月１日㈮からコワーキン
グスペース（個人が事業主体として働き
園プール（永井24）
【開場時間】７月16
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。
ながら、アイデアや情報などを交換する
日㈯～８月21日㈰、10時～17時
場）として利用できます。また、同センタ
日 区分
名称
所在地
電話番号
●みちのくコカ・コーラボトリング
ーは起業相談にも応じています。
【利用
さとう胃腸科内科
向中野一丁目11-25
635-0789
内
リンクは夏季も涼しく営業中
原田内科脳神経機能クリニック 山岸三丁目２-１山岸中央ビル 662-7533
時間】月～金曜（祝日を除く）、９時～
外 ブレスト齊藤外科クリニック
本宮六丁目17-６
631-3770
17時半【利用方法】登録制。同センター
みちのくコカ・コーラボトリングリンク
小 菅野小児科医院
山岸二丁目11-36
622-4448
☎606-6700へお問い合わせください
（本宮五）は、通年型スケートリンクで
７/３ 歯 大浦内科・歯科クリニック
津志田西二丁目13-３
639-3317
す。夏の期間も営業しています。ただし、
みなみ薬局
向中野一丁目11-24
635-8561
㈰
●「モリーオの広場」ご利用を
貸し切り利用なども多く、一般の利用可
エメラルド薬局山岸店
山岸三丁目２-１
605-1051
本宮六丁目２-26
631-3115
薬 とけい台薬局
能時間が不規則です。事前に同リンク
各種イベントに利用できる盛岡駅西
アップル薬局山岸
山岸二丁目９-24
623-6633
のホームページなどでご確認ください。
口多目的広場「モリーオの広場」の利用
工藤薬局
山岸二丁目12-15
623-4790
【問】同リンク☎601-5001
を受け付けています。使用料は表２の
ささき医院
中野一丁目27-10
653-0230
とおり。詳しくは、公園みどり課☎639内 おはようクリニック
高松二丁目27-27
662-0840
●農地の転用利用などを
9057へお問い合わせください。
八角病院
好摩字夏間木70-190
682-0201

●差し押さえ物件の公売

▲

●月釜茶会

【日時】７月29日㈮９時～15時10 分
【内容】上ノ橋観光バス専用駐車場か
らバスで移動。ごみ処理施設の見学や
リサイクル工作体 験など【対 象】小 学
生と保護者【定員】15組30人程度【費
用】無料【申し込み】資源循環推進課
☎626-3733またはファクス626-4153
で受け付け。７月15日㈮16時締め切り。
定員を超えた場合は抽選

30代までの独身女性【定員】10人【申
し込み】両部門とも７月11日㈪17時必着。
詳しくは、市公式ホームページをご覧く
ださい【問】経済企画課☎613-8389

▲

【日時】毎週木曜、11時～13時【場所】市
役所本館１階エレベーター前ホール【内
容】福祉事業所が食品や手芸品などを
販売【問】障がい福祉課☎613-8346

●めぐるちゃん環境わくわくツアー

市）
【内容】野外ゲーム大会や登山など
【対象】小学３～６年生（兄姉と参加
の場合は２年生も可）
【定員】50人【費
用】１人１万円【申し込み】７月15日㈮
締め切り。詳しくは、盛岡世代にかける
橋のホームページをご覧ください【問】
同団体の事務局☎623-2030

▼

●ふれあい広場

をご覧になるか、同ダム管理事務所☎
654-4055へお問い合わせください

▼

日㈬17時必着。定員を超えた場合は抽
選。詳しくは、同公園ホームページをご
覧ください

予定している人は相談を

モリーオの広場の使用料
区分
１時間
１日
市農業振興地域整備計画の定期見直
広場の全部使用
2000円
２万円
しを29年度に行います。同年度内に農
園路広場 1000円
１万円
地の転用利用などを予定している人は、 広場の
芝生広場
900円 9000円
一部使用
農用地区域からの除外手続きが必要に
階段広場
400円 4000円
水道設備の使用
100円 1000円
なる場合があるため、８月31日㈬までに

広

表２

外 かとう整形外科クリニック
７/10 小 前多小児科クリニック
歯 大久保歯科医院
㈰
コスモ調剤薬局
あさがお薬局上田店
薬
そうごう薬局盛岡中央通店
こまち薬局

中央通二丁目８-１
盛岡駅前通９-10丸善ビル５階
中ノ橋通二丁目10-９
中野一丁目30-３
上田一丁目10-36
中央通二丁目２-５住友生命盛岡ビル
盛岡駅前通９-10

622-2555
601-7478
681-8214
653-6133
681-4371
613-6671
652-7581

告

［広報もりおか 28.７.１］11

