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日 区分 名称 所在地 電話番号

６/19
㈰

内 栃内内科医院 神明町10-35 624-5277
ポランの内科クリニック 中央通一丁目７-25朝日生命盛岡中央通ビル 606-6010

外 緑が丘整形外科 緑が丘三丁目２-45 664-1555
小 川久保病院 津志田26-30-１ 635-1305
歯 遠藤歯科医院 上厨川字横長根76-３ 648-2010

薬
あすなろ薬局 中ノ橋通一丁目14-９ 623-8880
調剤薬局ツルハドラッグ上田店 上田一丁目３-26 624-8489
エメラルド薬局緑が丘店 緑が丘三丁目２-35 665-3360
オーロラ薬局 南仙北三丁目２-30 635-1233

６/26
㈰

内 荻野病院 本宮一丁目６-12 636-0317
中村内科医院 若園町２-５ 622-7103

外 たぐち脳神経外科クリニック 本町通一丁目４-19 621-1234
小 中村こどもクリニック 上厨川字杉原50-47 648-7711
歯 池田歯科医院 上田一丁目16-12 654-0633

薬
アポロ薬局 本宮一丁目６-11 636-4332
せいりゅう薬局 紺屋町６-24藤井ビル102 623-1511
下小路薬局 本町通一丁目６-31 604-9101
ミルキー薬局 上厨川字杉原50-48 646-0369

●素敵なまちの映画会
【日時】６月22日㈬13時半～15時10分
【場所】リリオ（大通一）【内容】「県政
ニュース（昭和40年）」「南部鉄瓶」など
４本【定員】先着70人【費用】無料【問】
盛岡大通商店街事務局☎623-7131

●おでって盛岡弁予備校
【日時】６月25日㈯14時～16時半【場
所】プラザおでって（中ノ橋通一）【内
容】盛岡弁を使った川柳や小噺

ばなし

、盛岡弁
ラジオ体操などを楽しむ【費用】前売り
700円、当日1000円。高校生以下無料。
プラザおでって２階で販売中【問】おで
って☎604-3300

●中央公民館まつり
【日時】７月１日㈮～３日㈰、10時～16
時半※３日は15時半まで【場所】中央
公民館（愛宕町）【内容】同館で活動す
るサークルなどによる作品展示や舞台
発表、茶会など【問】同館☎654-5366

●ウッドトイ遊びの広場
【日時】７月１日㈮10時～11時半【場
所】高松地区保健センター（上田字毛
無森）【対象】０～２歳の子と保護者
【費用】無料。当日会場へどうぞ【問】
市立とりょう保育園子育て支援センタ
ー☎651-8580

●希望郷いわて国体体操競技
　県代表選手の演技発表会
【日時】７月２日㈯10時半～15時【場
所】アイスアリーナ（本宮五）【費用】無
料。当日会場へどうぞ【問】県体操協会
の及川さん☎090-8925-5056

●河南演芸フェスティバル
【日時】７月３日㈰12時～16時半【場
所】盛岡劇場（松尾町）【内容】河南地
区の町内会や同劇場利用団体による
演芸【費用】無料。当日会場へどうぞ
【問】同劇場☎622-2258

●パイプオルガン
　プロムナードコンサート
【日時】７月７日㈭19時～19時半【場
所】市民文化ホール（盛岡駅西通二）
【内容】オルガニスト・徳岡めぐみさんに
よるミニコンサート【費用】無料。当日会
場へどうぞ【問】同ホール☎621-5100

●復興イベント「一ノ倉邸で
　被災地へ思いを寄せるひと時を」
【日時】７月９日㈯・８月６日㈯、13時～
14時【場所・内容】ハスの花が咲く一ノ
倉邸（安倍館町）で、山田町出身のシン
ガーソングライター・光

ひかる

さんによる弾き

●無料の法律相談
　民事全般について、弁護士に相談でき
ます。※くらしの法律相談は、市に住所
がある人が対象です。【相談時間】1人
20分【場所】市役所別館６階の広聴広
報課内、市民相談室【定員】各回10人
■くらしの法律相談
【日時】７月分は11日㈪・25日㈪、10時
～15時【申し込み】希望相談日の前週
の月曜（25日分は19日㈫）、９時から広
聴広報課の予約専用電話☎626-7557
で先着順に電話受け付け
■無料法律相談
【日時】毎週水曜、10時～15時【申し
込み】希望相談日の前週の水曜９時か
ら盛岡法律相談センター☎623-5005
で先着順に電話受け付け

●休日納付相談
【日時】６月26日㈰９時～16時【場所】
納税課（市役所別館２階）、健康保険課
（同１階）【内容】市民税や固定資産税、
国民健康保険税の納付と相談の受け付
け【問】納税課☎613-8462

●「原敬を想う会」講演会
【日時】６月18日㈯14時40分～16時
10分【場所】サンセール盛岡（志家町）
【内容】「原敬の日露戦争認識」と題し
て、大阪大の飯塚一

かず

幸
ゆき

教授が講演【費
用】無料。当日会場へどうぞ【問】原敬
記念館☎636-1192

●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。いずれも入園料が必要
です。【問】動物公園☎654-8266

▲

作
ってみよう クワの実ジャム【日時】６
月19日㈰・26日㈰、13時半～15時【定
員】各30人【申し込み】開始10分前か
ら子供動物園で先着順に受け付け

▲

サ
イにさわっちゃおう【日時】７月３日㈰
11時半～12時【場所】サイ舎

●てがみ館企画展
　「盛岡の先人たちの手紙」
【日時】６月21日㈫～10月17日㈪、９時
～18時【場所】盛岡てがみ館（中ノ橋通
一）【内容】原敬や金田一京助、石川啄
木ら、盛岡で生まれた６人の先人の手紙
を通して、その業績などを紹介【費用】
入館料が必要【問】同館☎604-3302

020-8567（住所不要）中央卸売市場
業務課へ。７月８日㈮必着。定員を超え
た場合は抽選【問】同課☎614-1000

●市個人情報保護審議会
　委員を募集
　市は、個人情報の収集や利用などを
調査・審議する委員を１人募集します。
【応募資格】次の全てに該当する人①
市内に１年以上住んでいる②平成８年
４月１日以前生まれ③平日の日中に開く
年２回程度の会議に出席できる④市の
他の委員を務めていない【任期】８月１
日㈪から２年間【申し込み】市役所本
館６階の総務課や各支所などに備え付
けの応募用紙に必要事項を記入し、〠
020-8530（住所不要）市役所総務課
へ郵送または持参。６月30日㈭17時締
め切り【問】同課☎626-7513

●シネマストリートギャラリー
　の作品を募集
　映画館通りに展示する、映画に関す
る絵画やポスターを募集します。【展
示期間】７月26日㈫～８月23日㈫【募
集内容】Ｂ２サイズ縦長（縦728㍉×横
515㍉）【締め切り】１回目が７月13日㈬、
２回目が９月21日㈬。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

●原敬記念館「ギャラリー逸山」
　の展示作品を募集
　原敬記念館（本宮四）は、館内の市民
参加型作品展示スペース「ギャラリー逸

いつ

山
ざん

」に展示する、同館にまつわる写真や
絵画作品（Ａ４～Ａ３サイズ）を募集。個
人のほか、団体などの応募も受け付けま
す。詳しくは、同館☎636-1192へどうぞ。

●老人の意見発表作品を募集
　10月26日㈬に市民文化ホール（盛岡
駅西通二）で開催する「老人の意見発
表大会」で、発表する作品を募集。作品
が選ばれた人による発表は10分程度で
す。【対象】市内在住の60歳以上【応
募作品】2000字以内の自作未発表作
品で、テーマは次のいずれか１つ①わた
しの生きがい・特技②わたしの夢・希
望③若者に伝えたいこと④高齢者の役
割⑤地域活動に参加して⑥これまでの
体験から学んだこと⑦その他自由主題
※作品の著作権は市に帰属。原稿は返
却しません【応募方法】作品に題名と住
所、名前、生年月日、職業、電話番号を
記入し、〠020-8530（住所不要）市役

所長寿社会課へ郵送または持参。郵送
は９月16日㈮消印有効。持参は同日17
時半締め切り【問】同課内、もりおか老
人大学事務局☎603-8003

●交通災害共済に加入を
　８月１日から始まる交通災害共済の
加入申し込みを受け付けています。【受
付期間】

▲

９月30日㈮まで：岩手銀行、
東北銀行、北日本銀行、信用金庫、岩
手県信連、農業協同組合、東北労働金
庫、ゆうちょ銀行、郵便局、岩手信漁連
の県内各店舗

▲

随時：市役所本館６階
のくらしの安全課、都南総合支所、玉
山総合事務所税務住民課、各支所、玉
山地域の各出張所【掛け金】1人400円
【問】くらしの安全課☎603-8008

●情報公開と個人情報の保護

▲

公開請求：市役所本館６階の情報
公開室で受け付け。郵送も可。請求書
は、情報公開室に備え付けるほか、市公
式ホームページからもダウンロードでき
ます

▲

文書目録の公開：市が作成した
行政文書の目録を市公式ホームページ
で公開

▲

各種審議会などの公開：市政
について意見を聴く審議会などを公開。
情報公開室で会議録なども閲覧可能▲

交際費や食糧費の公開：市長などの
交際費や市の食糧費の内容を公開。情
報公開室で閲覧できるほか、市公式ホ
ームページで公開

▲

個人情報の開示請
求：市は、個人情報保護条例により個
人情報を適正に管理し、自分の個人情
報を開示請求する権利などを保障。開
示請求は、情報公開室で受け付けます
【問】総務課☎626-7513

●盛岡跨線橋で全面通行止め
　橋の補修工事のため、大新町の盛岡
跨
こ

線橋（地図の場所）で車両通行を規
制します。歩行者と自転車は通行できま
す。【規制期間】７月１日㈮～８月10日㈬、
９時～16時は全面通行止め、その他の
時間は片側交互通行※規制期間が変更
になる場合は、現地の看板などでお知ら
せします【問】道路管理課☎613-8543

●製造業企業などへの支援
　市は、製造業企業などを支援するため、
次の支援制度を設けています。詳しくは、
ものづくり推進課☎626-7538へどうぞ。
■水道料金の補助制度
【補助対象】次の全てに該当する企業
①市内に立地している②市から給水を
受けている③標準産業分類の「大分類
Ｅ-製造業」に掲載する業種を営んでい
る④28年１～12月に計量された水道使
用量が1000立方㍍を超える⑤市税や
水道料金を滞納していない【補助内容】
1000立方㍍を超えた水道使用量１立
方㍍当たり60円※上限300万円【申請
期限】29年２月15日㈬
■工場の拡充などへ設置奨励制度
　対象はいずれも、製造や卸売、ソフ
トウエア、情報サービスなどの業種です。▲

工場設置奨励制度：工場などの新
設・拡充・設備投資で、１決算期間内に
2000万円以上投資した場合、固定資
産税相当額を３年間補助【申請期限】
12月22日㈭

▲

雇用奨励金制度：工場な
どの新設・拡充に伴い、新たに常用雇用
した人数に応じて奨励金を交付【申請
期間】操業開始から６カ月を経過した日
から１カ月以内

●アメリカシロヒトリの駆除
　アメリカシロヒトリを駆除するため、市
は表の場所に薬剤や器具を配置。樹木
に発生した際に利用してください。費用
は無料です。アメリカシロヒトリの駆除に
は早期発見が大切。例年６月と８月ごろ
の２回発生するので、樹木を点検して地
域で緑を守りましょう。また、市道や公
園の樹木に発生するアメリカシロヒトリ

語りと復興にまつわるトーク【費用】無
料。当日会場へどうぞ【問】同イベント実
行委員の大

おお

庭
ば

さん☎090-8925-4784

●所長杯太田テニス大会
【日時】７月11日㈪９時～16時【場所】
太田テニスコート（上太田穴口）【対
象】テニス歴５年未満の18歳以上【定
員】30組程度【費用】１組3000円【申
し込み】６月18日㈯９時から、同テニス
コートで直接受け付け。参加者の名前
と連絡先を記載したファクス658-0113
でも受け付けます。７月３日㈰21時締め
切り。定員を超えた場合は抽選【問】同
テニスコート☎658-0113

●ビギナーズカーリング大会
【日時】７月17日㈰の12時～21時と18
日㈪の９時～18時【場所】みちのくコカ・
コーラボトリングリンク（本宮五）【内
容】試合を通じた交流やルールなどを学
ぶ【対象】カーリング歴２年までの小学
生以上【定員】10チーム※１チーム５人
まで【費用】１チーム１万2000円【申し
込み】６月19日㈰10時から、同リンクの
ファクス635-8323で受け付け。参加者
の名前と連絡先を記載してください。詳
しくは、同リンク☎601-5001へどうぞ

●盛岡・北上川
　ゴムボート川下り大会
【日時・場所】７月24日㈰６時に南大
橋たもとの河川敷に集合。四十四田ダム
へバスで移動し、９時から順次競技開
始。約11㌔のコース【参加部門・費用】▲

タイムレース①男性の部②女性の
部③混合の部（男女ペア）④親子の部
（小学５年～中学３年生と親のペア）※
中学生以下のペア不可：１艇

てい

8000円

▲

フリーレース：１艇
てい

7000円【申し込み】
若園町分庁舎４階のスポーツ推進課や
市役所本館１階の窓口案内所、市内ス
ポーツ店などに備え付ける申込用紙に
必要事項を記入し、参加費を添えて同
大会運営事務局へ現金書留で郵送。申
込用紙は、市公式ホームページからも
ダウンロード可能。７月８日㈮消印有効
【問】同大会運営事務局☎613-2542

●親子でめぐる市場体感ツアー
【日時】７月28日㈭～8月６日㈯（７月
31日㈰を除く）、５時40分～８時【場
所】中央卸売市場（羽場10）【内容】せ
りや冷凍庫内の寒さ体験など【対象】
小学生と保護者、子ども会など【定員】
各日35人【費用】１人100円※朝食は別
途550円【申し込み】はがきに住所と代
表者名（団体名）、電話番号、参加人数
（大人・小学生別）、参加希望日（第３
希望まで）、朝食希望人数を記入し、〠

などの害虫は、市が駆除しています。作
業の際は委託業者が事前にお知らせし
ます。【問】公園みどり課☎639-9057

●個人番号カード・通知カード
　受け取りはお早めに
　個人番号カードを申請した人で「交付
通知はがき」が届いている人は、カードを
早めにお受け取りください。交付期間が
過ぎていても、一定期間は受け取り可能
です。交付場所や日時、持ち物などは、同
はがきに書いてあります。また、個人番号
をお知らせする通知カードを受け取ってい
ない人は、市役所本館１階の市民登録課
（玉山地域は玉山総合事務所税務住民
課）でお受け取りください。詳しくは、市民
登録課☎613-8307・613-8309へどうぞ。

●28年度労働保険の年度更新
　労働保険料と、石綿健康被害救済の
ための一般拠出金は、７月11日㈪が申
告・納付期限です。詳しくは、岩手労働局
労働保険徴収室☎604-3003へどうぞ。

●市の推計人口（５月１日現在）
【人口】29万6759人（男＝14万720人、
女＝15万6039人）【対前月比】201人増
【世帯数】12万9703世帯【問】企画調
整課☎613-8397

■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎児童文学を読む会
【日時】６月22日㈬10時～12時
【内容】「少女探偵サミー・キーズとホ
テル泥棒」（集英社）
◎かみしばいのへや

【日時】６月23日㈭15時半～16時
◎科学談話会
【日時】６月24日㈮18時半～20時
【内容】岩手大の萩原義

よし

裕
ひろ

教授が10年
後のコンピューター社会について講演
◎おはなしのじかん
【日時】６月25日㈯11時～12時
◎えほんのへや
【日時】６月30日㈭15時半～16時
◎夏の小さなおはなし会
【日時】７月２日㈯10時～11時50分
■都南図書館（永井24☎637-3636）
　６月22日㈬～30日㈭は蔵書点検の
ため、貸し出しや返却（ブックポストを
除く）、２階閲覧室の利用はできません。
※１階の新聞コーナーや学習室などは、
27日㈪を除き、９時～17時は利用可能
◎おとぎのへや
【日時】毎週土曜（６月25日を除く）、
14時半～15時
■渋民図書館（渋民字鶴塚☎683-2167）
◎えほんのへや
【日時】７月２日㈯11時～11時半
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
◎おひざにだっこの会
【日時】７月１日㈮10時半～11時
◎わくわくおはなし会 おたのしみ会
【日時】７月２日㈯、11時～12時は４歳
～小学生、13時～15時は一般向け
■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
【日時】６月22日㈬10時半～11時
◎上田文芸映画会
【日時】７月16日㈯13時半～15時10分
【内容】長編アニメ「アテルイ」
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
◎ちびっこ広場映画会
【日時】７月２日㈯10時半～11時40分
【内容】「すもうおばけ」など４本

もりけんに挑戦（27年度３級問題）❷（正解は10ページに掲載）
国道106号の終点は盛岡市役所前交差点ですが、起点のある都市はどこですか。
①宮古市　②秋田市　③岩泉町　④山田町

　　　　　

　　　　　

表　薬剤や器具の配置場所
配置場所 電話番号

松園地区活動センター 661-8231
緑が丘老人福祉センター 661-8236
上田公民館 654-2333
青山地区活動センター 646-1593
厨川老人福祉センター 647-1982
上堂老人福祉センター 643-0330
西厨川老人福祉センター 647-2446
桜城老人福祉センター 653-6211
山岸地区活動センター 663-2505
仁王老人福祉センター 654-6187
山王老人福祉センター 654-6269
杜陵老人福祉センター 654-9155
大慈寺老人福祉センター 623-0218
加賀野老人福祉センター 623-0407
仙北地区活動センター 635-9356
本宮老人福祉センター 635-4595
中野地区活動センター 652-3288
みたけ地区活動センター 641-7817
太田地区活動センター 658-1330
土淵地区活動センター 645-1630
上米内老人福祉センター 667-1271
都南分庁舎　公園みどり課 639-9057
玉山総合事務所　税務住民課 683-3874
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相　談

催　し

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。
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