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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。

日 区分 名称 所在地 電話番号

５/22
㈰

内 小豆嶋胃腸科内科クリニック 仙北三丁目13-20 636-1503
藤島内科医院 愛宕町４-18 622-4453

外 内丸病院 本町通一丁目12-７ 654-5331
小 吉田小児科 梨木町２-13 652-1861
歯 うしぶくろ歯科医院 中堤町13-43 647-8668

薬

せんぼく調剤薬局 仙北三丁目13-22 635-0330
あたご薬局 愛宕町２-38 621-8411
油町薬局 本町通一丁目11-25 629-3400
ぺんぎん薬局 梨木町２-14 652-3345

５/29
㈰

内
川村内科医院 志家町４-４ 651-6677
山田クリニック 中央通一丁目13-８ 654-3788
秋浜内科クリニック 渋民字駅103 683-2333

外 鈴木整形外科 本宮字石仏20-１ 658-0202
小 村田小児科医院 紺屋町３-４ 622-7132
歯 川久保病院歯科口腔外科 津志田26-30-１ 635-6215

薬

かるがも薬局 中央通一丁目14-43 652-2422
たくぼく薬局 渋民字駅104 669-5800
アポテック調剤薬局 三本柳７-19-３ 614-3011
こんや町薬局 紺屋町３-７ 653-1521

※５月15日㈰の休日救急当番医・薬局は、広報もりおか５月１日号をご覧ください

●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】６月分は13日㈪・27日㈪、10
時～15時【申し込み】希望相談日の前
週の月曜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】５月22日㈰９時～16時【場所】
納税課（市役所別館２階）、健康保険課
（同別館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

●特設人権相談
　６月１日の人権擁護委員の日に合わ
せ、特設人権相談所を開設。当日、会場
へどうぞ。【日時】６月１日㈬10時～15
時【場所】プラザおでって（中ノ橋通一）
【問】盛岡地方法務局☎624-9859

●不動産相談会
【日時】６月８日㈬10時～15時【場所】
プラザおでって（中ノ橋通一）【内容】
不動産全般に関する相談【問】全日本
不動産協会県本部☎625-5900

●女性の権利110番
【日時】６月24日㈮10時～16時【内
容】ＤＶ（夫や恋人からの暴力）やスト
ーカー、セクシャル・ハラスメント、離
婚、職場に関する問題などの相談を電
話で受け付け【相談専用電話】625-
1171【問】岩手弁護士会☎651-5095

●行政相談所を開設
　国の行政全般についての苦情や相談、
意見、要望などを受け付けます。【日時・
場所】

▲

都南地域：偶数月の第４水曜、
13時～16時。都南分庁舎（津志田14）

▲

玉山地域：毎月第２水曜※10月は11日
㈫、10時～12時。６月から月ごとに、玉山
地区公民館（日戸字鷹高）、玉山総合福
祉センター（渋民字泉田）、好摩地区公

民館（好摩字野中）の順に開催【問】岩
手行政評価事務所☎622-3470

●テーマ展「金の山 鉄の山」
【日時】５月18日㈬～７月18日㈪、９時
～19時【場所】もりおか歴史文化館（内
丸）【内容】江戸時代から近代にかけ
拓
ひら

かれた県内の金属鉱山について、資
料を紹介【費用】展示室入場料が必要
【問】同館☎681-2100

●企画展「岩手国体×都南」
【日時】５月21日㈯～６月26日㈰、９
時～16時【場所】都南歴史民俗資料
館（湯沢１）【内容】昭和45年の岩手
国体と都南地域の関わりについて紹介
【費用】無料【問】同館☎638-7228

●盛岡弁で語る昔話
【日時】５月21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

さんとボランテ
ィア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

●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。いずれも参加無料です
が、入園料が必要です。【問】動物公園
☎654-8266

▲

草木染めをしよう【日
時】５月22日㈰・６月12日㈰、13時半～
14時半【定員】各30人【申し込み】開
始10分前から、動物資料館前で先着順
に受け付け

▲

虫とりしよう！【日時】５月
29日～10月２日の土・日曜と祝日、11時
～15時。時間中随時受け付け※雨天中
止【場所】芝生広場

●「民生委員の日」記念講演会
【日時】５月25日㈬14時～16時半【場
所】盛岡劇場（松尾町）【内容】「民生
委員活動の意義と役割」をテーマに、全
国社会福祉協議会の池上実

みのる

さんが講
演【費用】無料。当日、会場へどうぞ
【問】地域福祉課☎626-7509

●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

●素敵なまちの映画会
【日時】５月25日㈬13時半～15時10分
【場所】リリオ（大通一）【内容】「県政ニ

用】無料【申し込み】担当のケアマネ
ージャーか長寿社会課☎603-8003へ、
６月３日㈮17時までに電話または直接
申し込み

●保育士の配置要件緩和に
　係る条例案への意見募集
　市は、保育士不足の解消に向け、保育
所などの保育士配置基準を緩和する条
例改正案への意見を募集。同案は、市
役所本館５階の子育てあんしん課や各
支所などに備え付けるほか、市公式ホー
ムページにも掲載します。【応募方法】
同課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）市役所子育てあんしん課へ郵送また
は持参してください。ファクス652-3424
や市公式ホームページでも受け付けます。
郵送は６月６日㈪必着。その他は同日17
時締め切り【問】同課☎613-8347

●委員を募集
　市は、次のとおり各委員を募集します。
いずれも、応募用紙を担当課や市役所
本館１階の窓口案内所、各支所などに備
え付けます。応募者多数の場合は選考
します。
■男女共同参画推進懇談会委員
【職務】男女共同参画施策推進につい
て意見を述べる【募集人数】２人【任
期】７月１日㈮から２年間【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７月１日以前
生まれ③市の他の審議会などの委員を
務めていない④平日の日中に開く年１～
２回の会議に出席できる【応募方法】
応募用紙に必要事項を記入し、〠020-
0878肴町２-29、市役所男女共同参画
青少年課へ郵送または持参。６月２日
㈭17時必着【問】同課☎626-7525
■水道水源保護審議会委員
【職務】水道水源保護条例などに関す
る事項を審議【募集人数】２人【任期】
７月９日㈯から２年間【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７月９日以前生まれ
③市の他の審議会などの委員を務めて
いない④平日の日中に開く年１～２回の
会議に出席できる【応募方法】応募用
紙に必要事項を記入し、〠020-0807
加賀野字桜山86、上下水道局浄水課水
質管理センターへ郵送または持参。５月
30日㈪消印有効。持参は同日17時締め
切り【問】同センター☎652-2961

●男女共同参画推進リーダー
　育成研修参加者募集
　市は、男女共同参画推進リーダー育成
研修への参加者を募集。研修の一環と

して、10月28日㈮・29日㈯に開かれる日
本女性会議2016秋田へ派遣。旅費と参
加費を市が負担します。【内容】６月・９月
に事前研修、来年２月に報告会【対象】
市内で男女共同参画に関わる活動をし
ている、または興味がある20歳以上の人
【定員】３人【申し込み】市役所本館１階
の窓口案内所などに備え付けの申込書
に必要事項を記入し、〠020-0878肴町
２-29、市役所男女共同参画青少年課へ
郵送か持参。申込書は市公式ホームペー
ジからもダウンロードできます。５月31日
㈫17時必着【問】同課☎626-7525

●盛岡弁の川柳・小噺を募集
　６月に開催予定の「おでって盛岡弁予
備校」で紹介する盛岡弁を使った川柳
と小噺

ばなし

を募集します。※川柳は１人に付
き２句まで【応募方法】プラザおでって
２階の情報プラザに備え付けの応募用
紙に必要事項を記入し、〠020-0871
中ノ橋通一丁目１-10、盛岡観光コンベ
ンション協会盛岡弁係へ郵送。ファクス
653-4417でも受け付けます。６月10日
㈮必着【問】おでって☎604-3300

●全事業所対象の経済センサス
　活動調査に協力を
　総務省と経済産業省は、６月１日を基
準日として「経済センサス-活動調査」
を行います。市内の全事業所が対象で、
オンライン回答も可能です。調査員が５
月下旬から訪問するのでご協力くださ
い。【問】企画調整課☎613-8397

●クマに注意
　クマの活動が活発になる季節になり
ました。近年は人里周辺への出没も増
えています。危険を防ぐため次のことに
注意してください。

▲

山に入るときは複
数で行動し、鈴やラジオなどで大きな
音を出す

▲

子グマを見たときは、そっと
立ち去る

▲

生ごみや廃棄農作物は適正
に処分し、屋外に置かない【問】農政課
☎613-8457

●選挙人名簿の縦覧
【日時】６月３日㈮～７日㈫、８時半～
17時【場所】市役所本館８階の市選挙
管理委員会事務局【内容】６月２日に
新たに登録される人（平成８年６月２日
以前生まれで、平成28年３月１日までに
住民基本台帳に登録された人）の名簿
【問】同事務局☎626-7582

●岩手芸術祭のテーマを募集
　岩手芸術祭実行委員会は、同芸術
祭を10月に開催するに当たり、芸術文
化の創造と発展をイメージさせるテー

理解を深める【定員】20人【費用】無料
【申し込み】５月31日㈫９時から、同館
☎683-2354で先着順に電話受け付け

●ママとパパとキッズの
　なかよしランド
【日時】７月14日㈭９時半～11時半【場
所】アイスアリーナ（本宮五）【対象】１
～３歳の子と保護者【定員】250組【費
用】無料【申し込み】市内各子育て支援
センター10カ所で５月18日㈬から先着
順に直接受け付け【問】とりょう保育園
子育て支援センター☎651-8580

●ふるさと納税返礼品の
　協力事業者説明会
　市は、ふるさと納税「もりおか元気応
援寄付」への返礼品の送付を始めるに
当たり、協力事業者向けに説明会を開
きます。【日時】５月31日㈫、14時～15
時半と19時～20時半【場所】アイスアリ
ーナ（本宮五）【対象】市の特産品を市
内で生産・製造している事業者など【申
し込み】５月27日㈮17時まで、ものづく
り推進課☎626-7538で電話受け付け。
ファクス622-6211でも受け付けます。
事業所と参加者の名前、電話番号を明
記してください

●差し押さえ物件の公売
　市が差し押さえた不動産や動産を
Y
ヤ フ ー

ahoo!オークションで公売します。【申
込期間】５月27日㈮13時～６月13日㈪
23時【公売方法・期間】

▲

入札：６月20
日㈪13時～27日㈪13時

▲

せり売り：６
月20日㈪13時～22日㈬23時【問】納
税課☎613-8466

●高齢者世帯などへ寝具類
　洗濯乾燥消毒サービスを実施
　寝具類を事業者が預かり、洗濯など
をして配達します。【対象】介護度３以
上または重度の障がいにより布団を干
せないなど、寝具類の管理が難しい高
齢者のみの世帯など【定員】30人【費

ュース（昭和39年）」「殿様と泥棒」ほか
１本【定員】先着70人【費用】無料【問】
盛岡大通商店街事務局☎623-7131

●ゆぴあすで感謝祭
【日時】５月29日㈰10時～20時半【場
所】ゆぴあす（上田字小鳥沢）【内容】
市水泳協会による運営７周年を記念し
た感謝祭。プールグッズや入場券などが
当たる抽選会や子ども縁日など【費用】
プールと浴場利用は入場料が必要【問】
ゆぴあす☎662-1414

●Y
よ さ こ い

OSAKOIさんさ
【期日】５月29日㈰【場所・時間】盛岡
駅前滝の広場は10時～16時半、カワト
ク前広場とホットライン肴町は11時半
～13時半、大通商店街の通りとM

モ ス

OSS
ビル前広場は12時～17時半【問】同イ
ベント実行委員会☎623-7131

●いわて就職面接会
【日時】６月４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【問】ふるさといわて定住財団
☎653-8976

●岩手駐屯地を一般公開
【日時】６月５日㈰８時半～15時【場所】
陸上自衛隊岩手駐屯地（滝沢市）【内
容】訓練の公開や戦車の搭乗体験、同
駐屯地音楽隊の演奏など【問】同駐屯
地☎688-4311

●青年団体スポーツ交流大会
【日時】６月12日㈰９時半～16時【場
所】盛岡体育館（上田三）【内容】ソフト
バレーボール【対象】町内会の青年部
など【定員】16チーム【費用】１チーム
3000円【申し込み】５月18日㈬９時から、
生涯学習課☎639-9046で先着順に電
話受け付け。６月３日㈮17時締め切り

●市民協働研修会
【日時】６月24日㈮18時半～20時【場
所】渋民公民館（渋民字鶴塚）【内容】
市民協働のこれまでとこれからについて

マを募集します。応募方法など詳しく
は、同実行委員会ホームページなどで
ご確認ください。【応募期限】５月31日
㈫【問】同実行委事務局☎654-2235

●自動車税の納期限は５月31日
　自動車税の納期限は５月31日㈫。期
限内に、忘れずに納めましょう。また、
転居した人はご連絡ください。【問】盛
岡広域振興局県税部☎629-6546

●金融犯罪被害防止の出前講座
　東北財務局盛岡財務事務所は、地
域や団体の活動に出向き、振り込め詐
欺の手口や対策などを分かりやすく説
明する出前講座を無料で開催します。
【問】同事務所☎622-1637

●市の推計人口（４月１日現在）
【人口】29万6558人（男＝14万578人、
女＝15万5980人）【対前月比】775人減
【世帯数】12万9125世帯【問】企画調
整課☎613-8397

■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎えほんのへや
【日時】５月19日㈭15時半～16時
【対象】幼児～小学２年生
◎児童文学を読む会
【日時】５月25日㈬10時～12時
【内容】「あんずの木の下で」（小

こ

手
で

鞠
まり

るい作・原書房）
◎かみしばいのへや

【日時】５月26日㈭15時半～16時
【対象】幼児～小学２年生
◎おはなしのじかん
【日時・対象】５月28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】６月４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】５月20日㈮10時半～11時
【内容】読み聞かせや手遊びなど
【対象】０歳～４歳
◎絵本サロン
【日時】６月１日㈬～７日㈫、10時半～
15時※１日と４日㈯は11時からお楽しみ
会【内容】絵本展示やクイズラリーなど
■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
【日時】５月25日㈬10時半～11時
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
◎ふたばおはなし会
【日時・対象】６月１日㈬、10時～10時
40分は１歳３カ月～３歳、10時50分～
11時10分は１歳３カ月未満
■松園地区公民館（東松園二☎661-8111）
◎あそびの広場
【日時】６月８日㈬10時～12時
【内容】手作りおもちゃ遊びや絵本の
読み聞かせなど【対象】０歳～未就学児
【定員】先着50人

もりけんに挑戦（26年度３級問題）�（正解は10ページに掲載）
パルクアベニュー・カワトクは、昭和55年に現在の菜園地区に移転しましたが、それ以前、明治８年から「徳田
屋徳松」、のちの「川徳」として営業をしていた場所はどこですか。　　　①肴町　②八幡町　③内丸　④材木町

表１ 子ども科学館の各種イベント
イベント名 日時 内容（※定員） 費用

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

６/４㈯
①18時～18時半
②19時～19時半
③19時半～21時

①星と音楽のプラネタリウム
（名曲バラードコンサート）
②今夜の星空みどころ案内③
星を見る会※①②各160人

①４歳～中学
生200円、高
校生以上500
円②③無料

ワークショップ
「紙とんぼ」

６/５㈰、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35人

各50円。展示
室入場料別途

サイエンスショー
「ドライアイスであ
そぼう！」

６/５㈰
13時～13時20分

ドライアイスの性質を知る実
験など

無料。展示室
入場料別途

図　書

お知らせ

相　談

催　し


