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日 区分 名称 所在地 電話番号

６/５
㈰

内 遠山病院 下ノ橋町６-14 651-2111
二宮内科クリニック 愛宕町２-47 621-8181

外 菊池整形外科・形成外科クリニック 清水町５-22 606-5100
小 臼井循環器呼吸器内科・小児科 松園二丁目２-10 662-9845
歯 いとう歯科医院 東山一丁目19-21 626-5252

薬

下ノ橋薬局 下ノ橋町７-31 604-0234
あたご薬局 愛宕町２-38 621-8411
清水町調剤薬局 清水町５-18 654-7253
のぞみ薬局 松園二丁目３-３ 662-7733

６/12
㈰

内 大通胃腸科内科 大通一丁目３-４ 652-1825
かなやま内科医院 浅岸一丁目12-22 621-8680

外 さかもと整形外科 天神町11-３ 623-8555
小 寺井小児科医院 山王町１-９ 623-8249
歯 伊保内歯科クリニック 菜園二丁目２-23石川ビル２階 652-9543

薬

ワカバ薬局 材木町６-15 622-3067
かがの調剤薬局 加賀野三丁目12-21 604-2125
ヨシダ調剤薬局 天神町11-４ 625-8148
中田全快薬局 中ノ橋通一丁目９-22 623-8654

員】各30人【申し込み】芝生広場で開
始５分前から先着順に受け付け

●子育てを楽しく
　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。当日、会場へどうぞ。
【問】同センター☎651-8580

▲

にこ
にこルーム【期日・場所】６月７日㈫は
アイスアリーナ（本宮字松幅）、17日㈮
は都南公民館（永井24）、28日㈫は上
堂児童センター（上堂三）【対象】０歳
～３歳の子と保護者

▲

ぴよぴよルーム
【期日・場所】６月14日㈫は高松地区
保健センター（上田字毛無森）、24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■

マタニティサロン
【日時】６月15日㈬10時～11時半【場
所】とりょう保育園（肴町）【対象】初め
て出産する妊婦【申し込み】同園☎651-
8580で電話受け付け■

市立保育園の一斉開放（13園）
【日時】６月14日㈫・21日㈫・28日㈫、
９時半～11時【対象】０歳～就学前の子
と保護者や妊婦

●盛岡さつき祭り
【日時】６月10日㈮～12日㈰、９時～17
時※12日は15時まで【場所】中央公民
館（愛宕町）【内容】さつきの展示や苗
の無料配布（各日先着50人）、育成講
習会など【費用】無料【問】同祭り実行
委員会の野村さん☎622-5804

●手作り市「にじいろマート」
【日時】６月11日㈯・12日㈰、10時～
16時半【場所】もりおか歴史文化館（内
丸）【内容】布小物やフェルト雑貨など
手作り品の販売【問】同館☎681-2100

●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】

●夜間納付相談
【日時・場所】６月７日㈫・９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

●リハビリ無料相談会
【日時】６月９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

●成年後見相談
【日時】６月10日㈮・24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

●補聴器無料相談会
【日時・場所】６月15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

●６月は環境月間
　６月の環境月間に合わせて地球温暖
化防止環境パネル展を開催。温暖化対
策の紹介や関連図書の展示などを行い
ます。【日時・場所】６月１日㈬～14日㈫
は都南図書館（永井24）、15日㈬～30
日㈭は市立図書館（高松一）。いずれも
９時～18時※土・日曜は17時まで【問】
環境企画課☎626-3754

●テーマ展「縄文時代中期の盛岡」
【日時】６月４日㈯～９月25日㈰、９時～
17時※入館は16時半まで【場所】遺跡
の学び館（本宮字荒屋）【内容】当時の
盛岡の生活や環境などを紹介【費用】
入館料が必要【問】同館☎635-6600

●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

▲

ダチ
ョウの目玉焼き【日時】６月５日㈰11時
～12時

▲

ワナで採れる虫たち【日時】６
月18日㈯・19日㈰、11時～11時半【定

所】盛岡劇場（松尾町）【内容】同講座受
講者の成果発表。７つの合唱団体も賛
助出演予定【費用】無料。当日、会場へ
どうぞ【問】河南公民館☎622-2258

●盛岡弁で語る昔話
【日時】６月18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

みず

穂
ほ

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

●月釜茶会
【日時】６月19日㈰９時～15時【場所】
中央公民館（愛宕町）【内容】表千家同

どう

門
もん

会と裏千家淡
たん

交
こう

会による茶会【費用】
900円【問】同館☎654-5366

●いわてで働こう！ＵＩＪターン
　応援面接会＠東京都
【日時】６月24日㈮12時～15時半【場
所】東京新卒ハローワーク（東京都新
宿区）【対象】岩手県内への就職を希望
する29年３月卒業予定の学生と既卒者、
一般求職者【問】岩手労働局職業対策
課☎604-3005

●いわて広告タウンミーティング
【日時】６月25日㈯10時半～16時半
【場所】盛岡八幡宮（八幡町）【内容】
まち歩きやワークショップを通じ、屋外
広告物や景観について考える【対象】
18歳以上【定員】10人【費用】無料【申
し込み】６月６日㈪10時から、県屋外広
告美術業協同組合☎645-3140で先着
順に電話受け付け

●共生社会づくりフォーラム
【日時】６月25日㈯13時半～15時半
【場所】総合福祉センター（若園町）【内
容】「地域福祉の担い手育成」をテーマ
に、㈱s

ス タ ジ オ

tudio-Ｌのコミュニティーデザイ
ナー・出

で

野
の

紀
のり

子
こ

さんが講演【対象】市
内に住所があるか、通勤・通学している
人【費用】無料【申し込み】地域福祉課
☎626-7509で電話受け付け。ファクス
653-2839や市公式ホームページでも受
け付けます。６月24日㈮17時半締め切り

●水球・飛び込み体験会
【日時】７月２日㈯10時半～12時【場
所】総合プール（本宮五）【内容】国体
正式競技の水球と飛び込みを体験【対
象】25㍍以上泳げる小学生～高校生
【定員】水球25人・飛び込み20人【費
用】無料【申し込み】６月６日㈪10時か
ら、競技運営課☎603-8026で先着順
に電話受け付け

●初心者あゆ釣り体験会
【日時】７月３日㈰８時半～11時【場
所】中津川【内容】基本を学んであゆ釣
りを楽しむ【対象】小学４年生以上の
初心者※小学生は保護者同伴【定員】
30人【費用】1000円【申し込み】はが
きに住所と名前、年齢、電話番号、釣り
道具の有無を記入し、〠020-8530（住
所不要）市役所観光交流課「あゆ釣り
体験会係」へ郵送。はがき１枚につき３
人まで。６月15日㈬必着【問】同課☎
626-7539
■あゆ釣りざお提供のお願い
　あゆ釣り体験会で貸し出す釣りざお
が不足しています。あゆ釣りざおを提供
できる人は、同課へご連絡ください。

●アウトドア・イン区界～夏の巻
【日時】７月９日㈯13時半～10日㈰14
時20分の１泊２日【場所】区界高原少年
自然の家（宮古市）【内容】源流探索や
登山、水晶探し、テント泊、キャンプファ
イヤー、家族交流会など【対象】小・中
学生とその家族※幼児は参加不可【定
員】15組【費用】１人3000円【申し込
み】往復はがきに住所と参加者全員の
名前、年齢、性別、学校名・学年、電話
番号、交通手段、食事のアレルギーの有
無、イベント名を記入し、〠028-2631
宮古市区界２-111、同自然の家へ。６月
24日㈮必着。定員を超えた場合は抽選
【問】同自然の家☎0193-77-2048

●委員を募集
　市は、表２のとおり委員を募集。各
担当課や市役所本館１階の窓口案内所、
各支所などに備え付けの応募用紙に必
要事項を記入し、担当課へ提出。応募
者多数の場合は選考します。

●高校生体験保育 参加者募集
【日時】①７月28日㈭・29日㈮②８月４
日㈭・５日㈮③８月９日㈫・10日㈬、い

ずれも９時～12時半【場所】市内保育
園23園【内容】保育園で子どもと遊ん
だり、世話をしたりする【対象】市内在
住か市内の高校に在籍する高校生【定
員】各95人【費用】無料【申し込み】往
復はがきに住所と名前（ふりがな）、性
別、電話番号、学校名・学年、希望する
日程（①～③）と保育園（いずれも第３
希望まで）を記入し、〠020-0878肴町
２-８、とりょう保育園子育て支援センタ
ー「高校生体験保育係」へ。７月１日㈮
必着【問】同センター☎651-8580

●薮川体験農園利用者募集
【利用期間】６月～11月【内容】 ▼貸し
農園：１区画50平方㍍、利用料3000円

▼そばオーナー農園：１区画50平方㍍、
利用料5000円【総区画数】40【申し込
み】６月６日㈪９時から産業振興課☎
683-3852で先着順に電話受け付け

●おでって市民企画を募集
　プラザおでって（中ノ橋通一）を会場
とした、街のにぎわいに貢献する斬新で
ユニークな企画を募集。採択団体には
３万円までの助成などを行います。詳し
くは、プラザおでって☎604-3300へお
問い合わせください。

●総合プールの利用制限
　市立総合プール（本宮五）は、大会
などのため、６月３日㈮～５日㈰・11日
㈯・12日㈰・25日㈯・26日㈰の終日と、
24日㈮の12時以降は利用できません。
【問】同プール☎634-0450

●高齢者向け給付金の
　申請期限は６月30日㈭
　高齢者向け給付金の申請期限は６月
30日㈭です。まだ申請していない人は
早めの提出を。書類に不備があると再
提出が必要になります。また、申請用紙
を無くした場合は再送付するのでご連
絡ください。【提出先】地域福祉課分室
（若園町分庁舎）☎603-8024

●65歳以上世帯等調査に協力を
　市は、保健指導や避難支援などに活

同館☎634-1171

●父の日似顔絵コンテスト
【日時・内容】6月11日㈯～19日㈰は
似顔絵制作とお父さんへのプレゼント、
26日㈰まで似顔絵展示。時間はいず
れも10時～20時半。入賞者に粗品進呈
【場所】ゆぴあす（上田字小鳥沢）【費
用】無料【問】ゆぴあす☎662-1414

●市民体力テスト
【日時】６月11日㈯13時半～16時【場
所】盛岡体育館（上田三）【内容】握力な
ど６種目で体力年齢を測定【対象】20
歳～79歳【費用】無料。当日、会場へど
うぞ【問】スポーツ推進課☎603-8013

●もりげきライヴ
【日時】６月15日㈬19時～21時【場所】
盛岡劇場（松尾町）【出演】盛岡アコギ
協同組合【費用】前売り1000円、当日
1200円。小学生以下無料【問】同劇場
☎622-2258

●ミニ講演「志波城の役割は？」
【日時】６月17日㈮18時～19時【場所】
志波城古代公園案内所（上鹿妻五兵衛
新田）【内容】坂上田村麻呂が東北最大
級規模で造営した志波城に求めた機能
について、担当職員が解説【対象】小学
生以上【定員】25人【費用】100円。当日、
会場へどうぞ【問】同公園658-1710

●手づくり村開業30周年記念
　工房まつり職人展「篭

か ご

と藍」
【日時】６月18日㈯・19日㈰、10時～
16時【場所】盛岡手づくり村（繫字尾入
野）【内容】天然藍染め浴衣や籠など
約200点の展示や、職人による染め物
の絞り、籠作りの実演など【費用】無料
【問】同手づくり村☎689-2201

●「季節の歌と合唱を
　みんなで♪」講座修了発表会
【日時】６月18日㈯14時～15時40分【場

用するため、65歳以上の人や災害時に避
難支援が必要と思われる人を対象にし
た調査を実施。民生委員が６月から訪問
します。【問】地域福祉課☎626-7509

●家屋の全戸調査を実施
　市は、固定資産税を適正に課税する
ため、家屋の全戸調査を行います。【調
査期間】６月～10月下旬【調査方法】身
分証を携帯した調査員が、固定資産税
が課税されている家屋を外観から確認
【問】資産税課☎613-8403

●盛岡中央消防署山岸出張所
　が業務開始
　盛岡中央消防署山岸出張所（山岸
六）が６月１日から業務を開始。消防活
動の充実を図ります。【問】盛岡地区広
域消防組合☎626-7401

■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎えほんのへや
【日時】６月２日㈭・16日㈭15時半～16時
◎かみしばいのへや
【日時】６月９日㈭15時半～16時
◎おはなしころころ
【日時】６月10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
◎おはなしのじかん
【日時】６月11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
■都南図書館（永井24☎637-3636）
◎おはなしのじかん

【日時】６月８日㈬11時～11時半
◎おとぎのへや
【日時】毎週土曜、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】６月15日㈬15時半～16時
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
◎おひざにだっこの会
【日時】６月３日㈮、17日㈮10時半～11時
【内容】読み聞かせや手遊びなど
◎わくわくおはなし会
【日時】６月11日㈯11時～11時半
■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
【日時】６月８日㈬10時半～11時
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
◎ちびっこ広場映画会
【日時】６月４日㈯10時半～11時40分
【内容】「ミッキーマウス～ミッキーの山
登り」「鴨とりごんべえ」など４本

もりけんに挑戦（27年度３級問題）❶（正解は10ページに掲載）
本堂と境内にある「夫婦カツラ」が盛岡市の文化財として指定されている寺はどこですか。
①報恩寺　②聖寿寺　③円光寺　④大泉寺

　　　　　

　　　　　

表１ 子ども科学館の各種イベント
イベント名 日時 内容（費用） 定員

紙とんぼ ６/12㈰・19㈰、10時半
～12時と14時～15時半

紙とストローを使い垂直に飛ぶ
おもちゃを作る（各回50円）

各回
35人

サイエンスショー
「ドライアイスであ
そぼう！」

６/12・19・26・７/３
日曜
13時～13時20分

ドライアイスの性質を利用した
実験
（展示室入場料が必要）

なし

こまをつくろう
６/25㈯・26㈰
10時半～12時と14時～
15時半

三沢航空科学館のスタッフと一
緒にゴルフボールなどでこまを
作る（各回150円）

各回
50人
程度

ナイトミュージアム
※①は17時半から
受付でチケットを
販売

７/２㈯
①18時～18時半
②19時～19時半
③19時半～21時

①七夕～ドリカム特集（中学生
以下200円、高校生以上500
円）②今夜の星空みどころ案内
③星を見る会（②③無料）

①②各
160人
③なし

ブンブンゼミ ７/３㈰、10時半～12時
と14時～15時半

セミの鳴き声に似た音が鳴るお
もちゃを作る（各150円）

各回
35人

表２　募集する委員の名称など
委員の名称

募集人数・任期 応募資格 応募締め切り
担当課・連絡先

林業振興審議会委員
１人
７/１㈮～２年間

次の全てに該当する人
①市内に１年以上住んでいる②市の他の
審議会などの委員を務めていない③平日
の日中に開く年２回程度の会議に出席で
きる④平成８年７月１日以前生まれ⑤平
成８年４月１日以前生まれ⑥過去にこの
委員を務めたことがない
※④は林業振興審議会委員のみ、⑤と⑥
はごみ減量資源再利用推進会議委員のみ

郵送は６/16㈭消印有効。
持参は同日17時
〠020-0878肴町２-29
市役所林政課
☎626-7541

ごみ減量資源再利用
推進会議委員
２人
７/27㈬～２年間

郵送は６/27㈪消印有効。
持参は同日17時半
〠020-8531（住所不要）
市役所資源循環推進課
☎623-3733

＜おわびと訂正＞
　５月１日号５ページに掲載した
「乳児家庭全戸訪問等事業」の予
算額に誤りがありました。正しくは
「496万円」です。おわびして訂正
します。

相　談

催　し
月日 接骨院名 電話番号
６/５ みかわ接骨院（西仙北一）681-2577
６/12 接骨院りゅう（本宮一） 636-0066
６/19さとう整骨院（月が丘一） 641-7586
６/26 小山田接骨院（東松園二）663-2574

【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利用してください

接骨院の日曜当番

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。

図　書

お知らせ


