もりけんに挑戦（26年度３級問題）（正解は12ページに掲載）
盛岡市出身で資生堂の広告などにより世界的な評価を得たグラフィックデザイナーは。
①藤井勉 ②村上善男 ③百瀬寿 ④中村誠

情報インデックス
談

きょう い ち

●夜間納付相談
【日時】
５月10日㈫・12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

●ゆぴあす会議室無料開放

【日時】５月11日㈬10時～15時【場所】
プラザおでって（中ノ橋通一）
【内容】
不動産全般の相談【問】全日本不動産
協会県本部☎625-5900

【日時】５月７日㈯・８日㈰・14日㈯・
15日㈰・21日㈯・22日㈰、10時～17時
【場所】ゆぴあす（上田字小鳥沢）
【内
容】自主学習の場として会議室（定員
約15人）を開放【対象】中・高・大学生
【問】ゆぴあす☎662-1414

●リハビリ無料相談会

●公開探鳥会

【日時】５月12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

【日時】５月８日㈰７時～10 時 半【場
所】高松の池周辺（高松一）
【内容】鳥
の見つけ方や生息する環境について学
習。双眼鏡と筆記用具を持参。参加者
にはパンと牛乳を配布します【費用】無
料【問】林政課☎626-7541

●不動産無料相談会

●成年後見相談
【日時】５月12日㈭・26日㈭、13時半
～16時【場所】成年後見センターもりお
か（菜園一）
【申し込み】同センター☎
626-6112で電話受け付け

●あなたのまちの相談相手
民生委員・児童委員は、地域の相談
や支援のボランティアです。心配事があ
るときは気軽にご相談ください。必要に
応じて、行政機関や関係団体と一緒に
解決を手伝います。住んでいる地域を
担当する委員については、地域福祉課
☎626-7509へお問い合わせください。

●もりおか啄木・賢治青春館へ
行こう

●子育てを楽しく
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 ぴよぴよルーム
【期日・場所】５月10日㈫は高松地区保
健センター（上田字毛無森）、27日㈮は
▲

し

▲

【日時・場所】５月18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

催

交通安全ゲートボール講習会と大会
を開催します。詳しくは、くらしの安全
課☎603-8008へお問い合わせくださ
い。 講習会【日時・場所】５月12日㈭
は屋内ゲートボール場（前九年三）、13
日㈮は世代交流センター（西見前13）、
いずれも９時～12時【対象】60歳以上
【費用】無料。用具は貸し出します。当
日会場へどうぞ 大会【日時】６月１日
㈬８時半～15時半【場所】県営運動公園
（みたけ一）
【対象】60歳以上。老人ク
ラブや同好会などの団体も参加できま
す【費用】無料【申込期限】５月12日㈭
▲

●補聴器無料相談会

●交通安全ゲートボール

●手づくり市「てどらんご」
【日時】５月14日㈯・15日㈰、10時半～
16時【場所】鉈屋町の町家など【内容】
手作り品の販売やスタンプラリーなど
【問】もりおかワカものプロジェクト事
務局の細川さん☎090-2798-3035

●月釜茶会
【日時】５月15日㈰９時 半～15時【場
所】中央公民館（愛宕町）
【内容】江戸
千家不白会と表千家同門会による茶会
【費用】900円【問】同館☎654-5366
ふ はく

どう もん

●もりげきライヴ
【日時】５月18日㈬19時～21時【場所】
盛岡劇場（松尾町）
【内容】震災復興支
援チャリティライヴ【費用】500円（当
日券のみ）※小学生以下は無料【問】同
劇場☎622-2258

●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

子ども科学館の各種イベント
イベント名
内容
日時（費用）
①星と音楽のプラネタ 5/7㈯①18時～18時半（中学生以
もりおか啄木・賢治青春館（中ノ橋通
リウム（アニメ特集） 下200円、高校生以上500円）②19
一）で次のとおりイベントを開催します。 ナイトミュージアム
② 今 夜の星 空みどこ 時～19時半（無料）③19時半～21
【問】同館☎604-8900
ろ案内③星を見る会 時（無料）
５/8㈰・15㈰・22㈰･29㈰10時半
■大瀧詠一の青春展
ワークショップ
回りながらゆっくり
～12時と14時～15時半（各回100
【日時】７月３日㈰までの10時～18時
「たねコプター」
落ちる種の模型作り
円。展示室入場料が必要）
【内容】岩手で生まれ育った日本ポップ
えいいち
サイエンスショー
５/8㈰・15㈰・22㈰･29㈰
空気砲の威力や弾の
ス界の巨星、故・大瀧詠一の類いまれな
「空気砲であそぼ
13時～13時20分（無料。展示室入
形を見る実験など
う！」
場料が必要）
才能の原点に迫る企画展【費用】無料

広

告

10［広報もりおか 28.５.１］

表１

飯岡地区保健センター（下飯岡８）
【対
象】
１歳未満 にこにこルーム【期日・場
所】５月13日㈮は西部公民館（南青山
町）、17日㈫は高松地区保健センター、
24日㈫はアイスアリーナ（本宮五）、31
日㈫は上堂児童センター（上堂三）
【対
象】
０～３歳
■市立保育園の一斉開放（13園）
【日時】
５月10日㈫・17日㈫・24日㈫、
９
時半～11時【対象】
０歳～就学前の子と
保護者や妊婦
■マタニティサロン
【期日】５月18日㈬【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
■市立保育園給食体験（13園）
【日時】６月21日㈫10時～12時【対象】
１歳６カ月～２歳６カ月の子と保護者【定
員】各園先着５組【費用】300円【申し込
み】５月10日㈫10時から、希望する保育
園に費用を添えて直接お申し込みくださ
い。電話では受け付けません
▲

相

■青春館コンサート
【日時】５月21日㈯16時～17時半【内
容】宮沢賢治生誕120年を記念し、市
在住の作曲家、長谷川 恭 一さんの楽曲
編成で送る弦楽四重奏団のコンサート
【費用】前売り2000円、当日2500円。
同館やプラザおでって（中ノ橋通一）な
どで販売中

定員
①②
各160人
③なし
各30人
なし

●科学談話会

【日時】５月20日㈮18時半～20時【場
所】市立図書館（高松一）
【内容】岩手大
教育学部の三井隆 弘 准教授が「身近な
化学物質の硝酸」と題して講演【問】同
館☎661-4343
たか ひろ

●御所湖一周ウォーキング大会
【日時】6月4日㈯9時半～13時【内容】
６
㌔、10㌔、15㌔のウオーキングと、ポール
（先着50人に無料貸し出し）を使った４
㌔、８㌔のノルディックウオーキングで湖
畔のコースを回ります。参加者にはつな
ぎ温泉無料入浴券をプレゼント【費用】
500円（保険料込）
【申込期限】6月１日㈬
17時。詳しくはつなぎスポーツ研修セン
ター☎681-6880（受付９時～17時）へ

●絵本から幼年童話へ
【日時】6月12日㈰10時～11時半【内
容】子どもの年齢に応じ、絵本や童話
を楽しむきっかけを作る【対象】４歳～
小学２年生の子の保護者【定員】20人
【申し込み】往復はがきに住所・名前
（ふりがな）・年齢・性別・電話番号、子
ども同伴の場合は子どもの人数・年齢
を記入し〠020-0013愛宕町14-１、市
中央公民館へ。５月31日㈫必着。定員
を超えた場合は抽選

お知らせ
●盛岡中央消防署と県央消防指
令センターの運用開始
盛岡中央消防署新庁舎（盛岡駅西通
一）内に、新たに県央消防指令センター
が設置され、６月１日から運用を開始し
ます。同センターでは、盛岡地区と北上
地区、奥州金ケ崎の３つの消防本部が共
同で、119番通報の受け付けや火災・救
急など出動指令の業務を行います。また、
新たなシステムを導入し、通報から現場
到着までの時間を短縮。迅速に消防活
動ができるようになります。
【問】盛岡地
区広域消防組合消防本部☎622-0119

●不服申立ての制度が変更に
行政不服審査法の改正により、
平成28
年４月１日から、行政庁の処分などに対す
る不服申立ての制度が見直されました。主
な変更点は①裁決について第三者機関が
点検②審査請求期間が３カ月以内に延長
―などです。
【問】
総務課☎626-7513

●軽自動車税の減免申請
身体障害者手帳や療育手帳などを持
っていて、基準に該当する人は、１人１

台に限り軽自動車税が減免される場合
があります。申請期限は５月31日㈫。減
免基準など詳しくは、市民税課☎6138499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、５月１日㈰～５日㈭と22日
㈰、28日㈯、29日㈰の終日と、21日㈯
の12時以降は一般の利用を制限します。
【問】同プール☎634-0450

説明会を開催します。当日会場へどうぞ
【問】プラザおでって☎604-3300
■遺跡の学び館ボランティア
【場所】遺跡の学び館（本宮字荒屋）
【内容】日曜・祝日の行事や体験学習な
どのサポート【申し込み】電話で随時受
け付け【問】同館☎635-6600

●キャラホール合唱祭の
出演団体を募集

館内の薫 蒸 作業のため、次のとおり臨
時休館します。▶先人記念館【日時】5月
17日㈫～20日㈮【問】同館☎659-3338
▶原敬記念館【日時】５月29日㈰～６月
３日㈮【問】同館☎636-1192

７月10日㈰13時半からキャラホール
（永井24）で開く
「キャラホール合唱祭」
に出演する団体を募集します。
【対象】市
内近郊の合唱団など【費用】無料【申し
込み】５月31日㈫21時半まで、都南公民
館☎637-6611で電話受け付け。ファク
ス637-8700でも受け付けます。団体名
と代表者名、連絡先を明記してください

●成人のつどい実行委員募集

●議会報告会を開催

来年１月８日㈰に県民会館（内丸）で
開催する成人のつどいを企画・運営す
る実行委員を募集します。※会場は、27
年度に引き続き県民会館です【活動日
時】７月から毎週または隔週の水曜、18
時半～20時半【場所】市役所本庁舎（内
丸）
【内容】参加者に配布する記念誌や
アトラクションの企画と広報活動、式典
当日の運営【対象】市在住で次のいずれ
かに該当する人①平成８年４月２日～平
成９年４月１日生まれ②新成人ではない
が運営に参加したい【定員】20人程度。
面談により決定【申し込み】市役 所都
南分庁舎３階の生涯学習課に備え付け
の申込書に必要事項を記入し、〠0208532（住所不要）市役所生涯学習課へ
郵送または持参。６月30日㈭17時必着。
【問】同課☎639-9046

市議会議員による議会活動の報告や
意見交換会を実施します。時間はいずれ
も19時から。当日会場へどうぞ。
【日時・
場所】５月18日㈬は上米内地区振興セン
ター（上米内字中居）、５月19日㈭はつ
なぎ地区活動センター（繫字堂ケ沢）と
北厨川老人福祉センター（厨川一）、５月
20日㈮は岩洞活性化センター（薮川字
外山）
【問】議事総務課☎613-8314

●臨時休館のお知らせ
く ん じょう

●スポーツ推進審議会委員募集
スポーツの推進に関する重要事項に
ついて調査審議する委員を募集します。
【募集人員】２人【任期】６月から２年
間【応募資格】次の全てに該当する人①
18歳以上②市在住または勤務③平日
の日中に行われる会議（年２回程度）に
出席できる【応募方法】市役所若園町
分庁舎４階のスポーツ推進課に備え付
けの応募用紙に必要事項を記入し、〠
020-8531（住所不要）市役所スポーツ
推進課へ郵送または持参。５月23日㈪
消印有効。持参の場合は同日17時まで。
選考により決定【問】同課☎603-8013

●ボランティアを募集
■おでってステージサポーター
【場所】プラザおでって（中ノ橋通一）
【内容】舞台や音響、照明などの舞台
技術のサポート。５月29日㈰10時から
広

●地価公示価格の閲覧
平成28年１月１日現在の地価公示価格
が国から発表されました。閲覧を希望する
人は、市役所別館８階の企画調整課か玉
山総合事務所２階の建設課、都南分庁舎
１階の市民ホール、各支所、各図書館へど
うぞ。
【問】企画調整課☎613-8394

図

書

■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎えほんのへや
【日時】５月５日㈭15時半～16時
◎かみしばいのへや
【日時】５月12日㈭15時半～16時
◎おはなしころころ
【日時・対象】５月13日㈮、10時20分
～11時は１歳３カ月以上、11時10分～
11時半は１歳２カ月以下
◎おはなしのじかん
【日時・対象】５月14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
■渋民図書館
（渋民字鶴塚☎683-2167）
◎えほんのへや
【日時】５月18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】５月14日㈯11時～11時半【対
象】４歳～小学生
■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
【日時】
５月11日㈬10時半～11時【対象】幼児
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
◎ちびっこ広場映画会
【日時】５月７日㈯10時半～11時40分
【対象】幼児・小学生
◎ふたばおはなし会
【日時・対象】５月11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
■都南公民館（永井24☎637-6611）
◎子どもシネマランド
【日時】５月14日㈯10時半～11時半
■松園地区公民館
（東松園二☎661-8111）

◎おはなし★らんど
【日時】５月11日㈬10時～12時【対象】
０歳～未就学児【定員】50人
◎プレールーム映画会
【日時】５月2 6日㈭16時～17時【対
象】小学生【定員】50人

接骨院の日曜当番
【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
月日
接骨院名
電話番号
５/１ 小笠原整骨院
（好摩字上山）682-0106
５/８ あきもと接骨院
（北飯岡） 681-3186
５/15 本宮接骨院（西下台町） 681-6939
5/22 村上整骨院（青山一）
645-2313
５/29 ひかり整骨院中ノ橋
（中ノ橋通一）651-0480

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
かつら内科クリニック
本宮字小板小瀬13-２
658-1223
内
池田内科
上太田弘法清水10-13
659-0310
外 なおや脳神経・頭痛クリニック 本宮字小板小瀬13-４
656-3708
小 もりおかこども病院
上田字松屋敷11-14
662-5656
５/４
ＡＢＣデンタル
向中野五丁目21-23
613-5585
歯
きたがわ歯科クリニック
長田町１-５カシオペアⅢ102 656-7555
㈬
クローバー薬局
本宮字小板小瀬13-３
656-2011
上太田薬局
上太田金財70-５
658-1055
薬
おおたばし調剤薬局
本宮字小板小瀬13-８
656-3131
こなん薬局
上田字松屋敷23-３
664-1115
鈴木内科医院
八幡町２-17
623-3038
内
内科クリニックすずき
北松園二丁目15-４
662-2888
外 吉田整形外科・リウマチ科クリニック 本町通一丁目９-28
604-3820
小 みうら小児科
中野一丁目16-10
622-9591
５/５
みどりが丘歯科クリニック
緑が丘三丁目４-36
663-5313
歯
内田歯科クリニック
大通三丁目７-20
622-0888
㈭
八幡町薬局
八幡町３-22
604-7770
サンタウン調剤薬局
北松園二丁目13-１
662-0576
薬
本町薬局
本町通一丁目９-28
652-8200
なかのユニオン薬局
中野一丁目21-１
652-6587
菜園一丁目３-６農林会館ビル３階 624-3853
和田内科医院
内 おおひら内科・循環器科クリニック 梨木町２-２
606-3765
八角病院
好摩字夏間木70-190
682-0201
外 とちない脳神経外科クリニック 津志田中央三丁目17-10
637-7000
５/8 小 西島こどもクリニック
上田一丁目19-11
651-1369
歯 岩渕歯科医院
天神町９-15
654-1017
㈰
ぺんぎん薬局
梨木町２-14
652-3345
まつや調剤薬局
好摩字夏間木107-３
682-0031
薬
調剤薬局ツルハドラッグ津志田店 津志田中央二丁目17-33
637-9100
あおば薬局
上田一丁目18-50
622-0370
大浦内科・歯科クリニック
津志田西二丁目13-３
639-3315
内
かねこ内科クリニック
月が丘一丁目１-63
647-3333
盛岡ながの脳神経・歯科クリニック 津志田16-17-２
639-0123
外
成島整形外科医院
好摩字上山14-66
682-0001
５/15 小 よしだクリニック
西仙北一丁目30-50
635-8341
歯 あい歯科クリニック
月が丘三丁目39-50
641-8814
㈰
つばさ薬局
津志田西二丁目13-５
632-2166
みつばち薬局
月が丘一丁目１-63
647-3888
薬
みんと薬局
津志田16-16-７
632-3086
ひばり薬局
西仙北一丁目30-51
635-9797
※５月３日㈫の休日救急当番医・薬局は、広報もりおか４月15日号をご覧ください
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