もりけんに挑戦（26年度３級問題）（正解は10ページに掲載）
「啄木新婚の家」で啄木が新婚生活を送った期間はどのくらいですか。
①３日 ②３週間 ③３か月 ④３年

【日時】４月24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】市民税や国民健康保
険税の納付と納付についての相談【担
当】納税課☎613-8462・613-8463

催

し

●ふみの日ギャラリートーク
【日時】４月23日㈯14時～15時【場
所】盛岡てがみ館（中ノ橋通一）
【内容】
開催中の企画展「女性のてがみ」につい
て同館館長が解説【費用】入館料が必
要【問い合わせ】同館☎604-3302

●素敵なまちの映画会
【日時】４月27日㈬13時半～15時20分
【場所】リリオ（大通一）
【内容】
「県政
ニュース（昭和38年）」
「晩春」
【定員】
先着70人【費用】無料【問い合わせ】盛
岡大通商店街事務局☎623-7131

●憲法記念講演会
【日時】４月28日㈭14時～16時【場所】
盛岡劇場（松尾町）
【内容】
「私たちが
主役の『憲法』を学ぼう～国民主権の意
義について～」と題して、岩手大の菊地
洋准教授が講演【費用】無料。当日、会
場へどうぞ【担当】総務課☎626-7513
ひろし

●企画展

「山口青邨が見た“みちのく”」

【日時】４月21日㈭～６月19日㈰、９
時～17時【場所】中央公民館（愛宕町）
【内容】市に寄贈された俳人・山口青邨
の遺品を展示。関連講座も開催（詳細
は４ページ）
【費用】200円※小学生以
せいそん

表１

たけし

●もりおか歴史文化館に行こう
もりおか歴史文化館（内丸）で表１の
とおりイベントを開催します【問い合わ
せ】同館☎681-2100

●啄木生誕130年記念イベント

もりおか歴史文化館の各種イベント
イベント名
日時
テーマ展
４/20㈬～５/16㈪
「端午の節句 五月人形展」 ９時～18時
４/24㈰
ギャラリートーク
13時半～14時
企画展「盛岡南部家の生き方
４/29㈮～７/３㈰
・第１部～乱世を切り抜けた
９時～19時
南部家と盛岡のはじまり～」
５/22㈰・６/12㈰
ギャラリートーク
13時半～14時
５/４㈬、11時半～
盛岡さんさ踊り公演
と13時～

石川啄木記念館（渋民字渋民）で表
内容（定員）
費用
豪商・中村家の五月人形や花巻
人形を中心に展示
テーマ展について学芸員が解説
（先着20人）
展示室
入場料
南部家と盛岡の関わりや藩主の が必要
姿を通じて、盛岡の歴史を学ぶ
企画展について学芸員が解説
（先着20人）
ミスさんさ踊りによる盛岡さん
無料
さ踊りの公演

表２ 石川啄木記念館の啄木生誕130年記念イベント
イベント名
日時
内容
費用
企画展
４/26㈫～９/４㈰
啄木を支えた妻の節子について紹介
「啄木の妻節子」 ９時～17時
４/26㈫・５/29㈰・６
入館料
ギャラリー
/ 2 6 ㈰ ・ ７ / 3 1 ㈰ ・ ８ 企画展について同館職員が解説
トーク
が必要
/28㈰、14時～14時半
啄木に関連する音楽を流し、企画展見学
齊藤家でまったり ４/29㈮10時～14時
者先着50人にコーヒーの振る舞い

広
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【期日】
４月29日㈮【時間・場所・内容】
８時～：下小路中校庭（愛宕町）で観閲や
部隊訓練、消防操法など 10時～：中の
橋脇の中津川河川敷と盛岡城跡公園芝
生広場（内丸）で消防体験イベントや一
斉放水、まとい振り、はしご乗り、分列行
進など【担当】消防対策室☎626-7404

お知らせ

●母の日プレゼント＆似顔絵展
【日時】
４月29日㈮～５月８日㈰※展示は
５月15日㈰まで、10時～20時半【場所】
ゆぴあす（上田字小鳥沢）
【内容】母の似
顔絵を描いて展示。描いた人へプレゼン
トを進呈します。入賞者は５月９日㈪に発
表【問い合わせ】ゆぴあす☎662-1414

●盛岡中央消防署新庁舎見学会
【日時】５月１日㈰11時～16時【場所】
盛岡中央消防署 新庁 舎（盛岡駅西通
一）※駐車 場は盛岡 第二合 同庁 舎裏
【費用】無料。当日、会場へどうぞ【問
い合わせ】盛岡消防本部☎626-7401

●盛岡競馬がいよいよ開幕

●ごみ出しサポート事業を
スタートします
市は、ごみを集積場所まで出すことが
困難な一人暮らしの高齢者や身体障が
い者などの世帯を対象に、
その世帯の玄
関先でごみを収集します。費用は無料。申
し込み方法など詳しくは資源循環推進課
☎626-3716へお問い合わせください。

●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
Yahoo!官公庁オークションで公売します。
【申込期限】４月27日㈬23時【公売方
法・期間】 入札：５月10日㈫13時～17日
㈫13時 せり売り：５月10日㈫13時～12
日㈭23時【担当】納税課☎613-8466
ヤ

フ

ー

●使用済小型家電回収ボックス
の新規設置

岩手競馬は５月１日㈰から、舞台を新
市は、都南地域５カ所に設置している同
庄字上八木田の盛岡競馬場（オーロパ
ボックスを、DCMホーマック㈱都南店（三
ーク）へ移し開幕。開幕セレモニーやチ
本柳10）
にも設置しましたので、
ご利用くだ
ャグチャグ馬コの来場などイベント多数。 さい。
【担当】廃棄物対策課☎626-3755
【入場料】200円※５月１日は無料【問
●県民長寿文化祭作品展
い合わせ】県競馬組合☎626-7713

●区界ボランティア研修会
【日時】５月４日㈬～５日㈭の１泊２日
【場所】区界高原少年自然の家（宮古
市）
【内容】野外活動に必要な知識や
技能を習得【対象】野外活動に興味が
ある高校生以上で、年１～２回、同自然
の家でボランティアとして活動できる人
【定員】20人【費用】3000円【申し込
み】４月19日㈫９時から同自然の家☎
0193-77-2048で先着順に電話受け付
け。ファクス0193-77-2124でも受け付
けます。４月27日㈬17時締め切り

●君も図書館司書！
～図書館のひみつをさぐれ！～
【日時】５月８日㈰10時～12時【場所】
都南図書館（永井24）
【内容】図書館に
関する講義や仕事体験など【対象】小
学４～６年生【定員】10人【申し込み】
４月19日㈫10時から同館☎637-3636
で先着順に電話または直接受け付け

●春の上田文学映画会
【日時】５月14日㈯10時～11時40分

出品作品を募集

６月３日㈮～５日㈰、市民文化ホール
（盛岡駅西通二）で開催される同展へ
の出品作品を募集します。
【応募資格】
県内在住で60歳以上のアマチュア【費
用】無料。ただし作品の搬入・搬出に要
する経費は出品者の負担【申込期限】
５月６日㈮必着。募集部門や申し込み
方法など 詳しくは、いきいき岩手支 援
財団総務・健康支援グループ☎626 0196へお問い合わせください

●公募型協働推進事業を募集
市は、市と協働で実施する公益性の
ある事業や施設の利活用についての企
画提案を募集します。
【募集期限】５月
20日㈮17時。応募方法など詳しくは、
市公式ホームページをご覧ください【担
当】市民協働推進課☎626-7535

●玉山地域振興会議委員を募集
盛岡市・玉山村新市建設計画の実施
状況などを調査・審議し、玉山地域の
振興について意見を述べる委員を２人
募集します。
【応募期限】４月28日㈭17

●私道の共同下水道管
補修工事への補助
市は、公共下水道区域の私道に設置さ
れ、共同使用している下水道管やますを
補修する場合、工事費の一部を補助しま
す。詳しくはお問い合わせください。
【担
当】上下水道局給排水課☎623-1411

●ホームステイ受け入れ家族を募集
市内に８月中旬から12月上旬までホ
ームステイするアメリカ・アーラム大学生
の受け入れ家族を募集。会話は日本語
でも問題ありません。詳しくは同大盛岡
事務所の畠山さん☎661-5799にお問
い合わせください。
【募集期限】５月15
日㈰【担当】学校教育課☎639-9045

告

※配慮が事業者にとって大きな負担になるものを除く

春の農繁期を迎え、農業機械の誤操
作による事故や、野焼きなどによる火災
が心配されます。安全な農作業を心掛け
ましょう。
【担当】農政課☎613-8457

●市の推計人口（３月１日現在）
【人口】29万7333人（男＝14万978人、
女＝15万6355人）
【対前月比】173人減
【世帯数】12万8959世帯【担当】企画
調整課☎613-8397※数値は、27年国
勢調査速報値に毎月の異動分を増減し
たものです

図

書

墓園の募集区画など
墓園・問い合わせ
面積
区画数
使用料
管理料
新庄墓園（新庄字上八木田）
４平方㍍（２㍍×２㍍）
18区画 ７万6000円 年2000円
☎651-4023
３平方㍍（２㍍×1.5㍍） １区画 20万4000円 年600円
青山墓園（みたけ一）
☎641-6244
４平方㍍（２㍍×２㍍）
１区画 27万2000円 年800円

広

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
（障害者差別解
消法）が４月１日から施行されました。この法律は、行政機関や民間事業
者が正当な理由なく、障がいがある人に「不当な差別的扱い」や「合理的
な配慮に欠ける行為※」を行わないことを定めています。
【担当】障がい
福祉課☎613-8296

●農作業事故などに注意

■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎えほんのへや
●戦地慰霊巡拝の参加者募集
【日時】４月21日㈭15時半～16時
【対象】幼児～小学２年生
国は、戦没者の戦地慰霊巡拝に参加
◎おはなしのじかん
する遺族を募集しています。旅費の一部
【日時・対象】４月23日㈯、11時～11
を国が補助。巡拝地は旧ソ連や中国、硫
時20分は４歳～小学１年生、11時半～
黄島など。募集時期は巡拝地によって異
12時は小学２年生以上
なります。詳しくはお問い合わせくださ
◎児童文学を読む会
い。
【担当】地域福祉課☎626-7509
【日時】４月27日㈬10時～12時
●光化学オキシダントに注意
【内容】
「ビーバー族のしるし」
（あすなろ書房）
これからの季節は大気中の光化学オ
◎かみしばいのへや
キシダント濃度が高くなり、
「目がチカ
【日時】４月28日㈭15時半～16時
チカする」
「頭やのどが痛む」
「吐き気」
【対象】幼児～小学２年生
「息苦しい」などの症状が現れることが
◎作ってあそぼうリサイクル工作
あります。県が注意報を発令した場合は
【日時】５月８日㈰14時～15時半
次のように対処してください。また、注意
【対象・定員】小学生20人
報の情報はいわてモバイルメールで受
【申し込み】４月26日㈫10時から先着
信できます。 外出や自動車の使用をな
順に電話または直接受け付け
■都南図書館（永井24☎637-3636）
るべく控える 野外での激しい運動は
◎書評展示「この本よんで！！」
やめる 目やのどに刺激を感じたとき
【日時】４月20日㈬～５月17日㈫
は洗眼やうがいをして、医師の診察を
【内容】子どもによる書評の掲示
受ける【担当】環境企画課☎613-8419
◎おとぎのへや
●市営墓園の使用者を募集
【日時】毎週土曜、14時半～15時
【対象】幼児～小学生
市は、新庄墓園の芝生墓地と青山墓
■渋民図書館（渋民字鶴塚☎683-2167）
園の普通墓地の使用者を募集。募集区
画などは表３のとおりです。
【対象】市
◎えほんのへや
に住民登録があり、埋蔵する焼骨と火
【日時】５月７日㈯11時～11時半
葬許可証を持っている人※すでに市営
【対象】幼児
墓園を使用している人、他墓地から改
■上田公民館（上田四☎654-2333）
葬する人を除く【申込期限】５月２日㈪
◎なかよしおはなし会
17時必着。申し込み方法など詳しくは、 【日時】４月27日㈬10時半～11時
市公式ホームページをご覧ください【担
【対象】幼児
表３

障害者差別解消法が施行

当】市保健所企画総務課☎603-8301

▼

●休日納付相談

【日時】４月21日㈭12時20分～12時
50分【場所】市民文化ホール（盛岡駅
西通二）
【内容】オルガニストの近藤岳
さんによるミニコンサート【定員】350人
【費用】無料。当日、会場へどうぞ【問
い合わせ】同ホール☎621-5100

時。応募方法など詳しくは、市公式ホー
ムページをご覧ください【担当】玉山総
合事務所総務課☎683-2116

▼

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】５月分は16日㈪・30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で先着順に受け付け
■無料法律相談
【日時】毎週水曜（５月４日を除く）、
10時～15時【申し込み】希望相談日の
前週の水曜（５月11日分は４月27日㈬）、
９時から盛岡法律相談センター☎6235005で先着順に電話受け付け

●市消防演習

▼

●無料の法律相談

▼

●パイプオルガン
プロムナードコンサート

▼

談

【場所】上田公民館（上田四）
【内容】
「親愛なる、あなたへ」「盲目の名馬タ
カラコスモス」
【費用】無料。当日、会場
へどうぞ【担当】同館☎654-2333

▼

相

２のとおりイベントを開催します【問い
合わせ】同館☎683-2315

下無料【担当】同館☎654-5366

▼

情報インデックス

■不当な差別的扱いの例

■合理的な配慮に欠ける行為の例

・ 障がいを理由に入 店や窓口対
応を断る
・ 本人を無視して、介助者や付き
添い者だけに話しかける

・ 要約筆記者や手話通訳者を同
席させない
・視覚障がいを知りながら、絵や
文字の資料だけで説明する
・車いす利用者が階段しかない施
設を利用する際に、職員が必要
な支援をしない

ない人も、
障がいが ある人も
合 う社 会 の
互いを認め、支え
ょう
し
ま
し
実現を目指

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
内

４/17
㈰

外
小
歯
薬
内

４/24
㈰

外
小
歯
薬
内

４/29
㈮

外
小
歯
薬

内
5/１
㈰

外
小
歯
薬
内
外
小

5/３
㈫

歯

薬

広

名称
おおどおり鎌田内科クリニック
緑ヶ丘消化器内科医院
わたなべおしりのクリニック
さいとう小児科クリニック
赤坂歯科医院
大通よつば薬局
エメラルド薬局緑が丘店
ひだまり薬局
よつば薬局
工藤内科医院
澤田内科医院
吉野整形外科麻酔科医院
盛岡友愛病院
いけだ歯科口腔外科
中ノ橋薬局
上田薬局
ドラッグコスモス
かつら薬局
あべ菜園内科クリニック
臼井循環器呼吸器内科
しんたろうクリニック
菅野小児科医院
赤坂病院歯科
公園通薬局
のぞみ薬局
さくらの調剤薬局
アップル薬局山岸
工藤薬局
たけ循環器内科クリニック
あべ内科・消化器科クリニック
渋民中央病院
もりた整形外科
小林小児科クリニック
よしき歯科クリニック
本宮センター薬局
ナガハシ薬局
かるがも薬局山岸店
ワカバ薬局都南店
開運橋消化器内科クリニック
児島内科小児科医院
くろだ脳神経・頭痛クリニック
森田小児科医院
吉田歯科クリニック
ノリ・デンタルクリニック
銀河薬局開運橋店
あすなろ薬局
レミディ薬局
緑が丘薬局
調剤薬局アスティこうの

所在地
大通二丁目７-23
緑が丘三丁目２-34
本宮五丁目１-３
月が丘二丁目２-60
八幡町１-11
大通二丁目７-20
緑が丘三丁目２-35
本宮五丁目１-１
月が丘二丁目２-59
中ノ橋通一丁目７-13
上田一丁目６-11
上太田金財93-２
永井12-10
南大通二丁目10-27
中ノ橋通一丁目７-15
上田一丁目６-９
上太田金財92-１
永井13-17-３
菜園二丁目５-29
松園二丁目２-10
本宮一丁目９-１
山岸二丁目11-36
名須川町29-２
菜園二丁目５-29菜園志和ビル１階
松園二丁目３-３
本宮一丁目８-４
山岸二丁目９-24
山岸二丁目12-15
北飯岡一丁目２-70
長橋町17-45
渋民字大前田53-２
山岸一丁目３-８
三本柳11-12-４
上田一丁目３-10
北飯岡一丁目２-71
長橋町17-40
山岸一丁目３-11
三本柳11-12-1
大通三丁目９-３菱和開運メディカルビル２階
みたけ三丁目11-36
神明町10-38
緑が丘四丁目１-60
西下台町18-27
北飯岡一丁目２-71
大通三丁目９-３
中ノ橋通一丁目14-９
中ノ橋通一丁目14-８
緑が丘四丁目１-60
緑が丘四丁目１-50

電話番号
606-5161
662-7177
658-1003
643-7171
622-5098
681-4091
665-3360
658-1313
643-2888
653-6811
654-1007
658-1130
638-2222
604-7061
624-2823
625-5612
656-2255
614-2061
623-7000
662-9845
631-3110
622-4448
624-1225
626-5656
662-7733
681-0411
623-6633
623-4790
656-5855
605-5311
683-2336
652-5858
638-0404
606-4618
656-5867
648-8227
623-9696
637-6011
613-3336
641-3310
653-3522
662-3326
622-0652
656-5686
601-5562
623-8880
652-1300
662-3458
662-2877
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