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日 区分 名称 所在地 電話番号

４/３
㈰

内 船山内科クリニック 下ノ橋町４-15 606-0812
大屋内科胃腸科クリニック 西青山一丁目16-43 647-3255

外 双木整形外科医院 月が丘二丁目５-23 646-3855
小 杜のこどもクリニック 向中野三丁目10-６ 631-1160
歯 サンタウン歯科クリニック 北松園二丁目14-２ 661-1888

薬
せせらぎ薬局 下ノ橋町６-８ 603-5505
すみれ薬局 西青山二丁目18-57 645-2311
エイシン薬局 月が丘二丁目５-21 641-0454
リーフ薬局 向中野三丁目10-10 656-5877

４/10
㈰

内
小坂内科消化器科クリニック 永井19-258-１ 605-6050
松園中央クリニック 松園二丁目37-10 664-0666
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201

外 遠山病院 下ノ橋町６-14 651-2111
小 前多小児科クリニック 盛岡駅前通９-10丸善ビル５階 601-7478
歯 見前歯科クリニック 西見前15-４-４ 637-8803

薬
永井中央薬局 永井19-253-１ 605-7050
マリーン薬局 松園二丁目37-８ 664-0566
下ノ橋薬局 下ノ橋町７-31 604-0234
こまち薬局 盛岡駅前通９-10 652-7581

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。

月日 接骨院名 電話番号
４/３ ふくしま整骨院（下飯岡） 639-7557
４/10さとう整骨院（月が丘一） 641-7586
４/17小山田接骨院（東松園二）663-2574
４/24ひかり整骨院（高松二） 663-7515

【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ご利用ください

接骨院の日曜当番

●健康相談「まちの保健室」
【日時】４月～来年３月の主に第１金曜、
10時半～12時半【場所】ゆぴあす（上
田字小鳥沢）【内容】生活習慣病につ
いての相談など【定員】各日先着30人
【問い合わせ】ゆぴあす☎662-1414

●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。
【問い合わせ】同センター☎651-8580▲

にこにこルーム【期日・場所】４月８
日㈮は高松地区保健センター（上田字
毛無森）、14日㈭は都南公民館（永井
24）、19日㈫はアイスアリーナ（本宮
五）【対象】０～３歳の子と保護者

▲

ぴ
よぴよルーム【期日・場所】４月12日
㈫は高松地区保健センター、22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▶ウッドトイ遊び
の広場【期日】４月15日㈮【場所】高松
地区保健センター【対象】０～２歳の子
と保護者▶マタニティサロン【日時】４
月20日㈬10時～11時半【場所】とりょ
う保育園（肴町）【内容】初妊婦の出産
後の生活について学ぶ【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】４月26日㈫９時半～11時【対
象】０歳～就学前の子と保護者や妊婦

●いわて就職ガイダンス
【日時】４月９日㈯13時～16時半【場
所】アピオ（滝沢市）【内容】県内に就
業場所があり、正社員を募集する企業
との面談など【対象】29年３月卒業予
定の学生と一般求職者【問い合わせ】
ふるさといわて定住財団☎653-8976

●盛岡星まつり
　天体観望会を次のとおり開催。この
ほかセミナーやキャラバンも実施します。
【日時】４月９日㈯19時～21時※雨天
中止【場所】市中央公園駐車場（本宮
字蛇屋敷）【費用】無料【問い合わせ】
同まつり実行委員会の吉田さん☎090-
6458-8790

●動物公園へ行こう
　動物公園（新庄字下八木田）で次の
とおりイベントを開催。いずれも定員30
人。参加無料ですが、入園料が必要で
す。【問い合わせ】同園☎654-8266 ▼

●夜間納付相談
【日時・場所】４月５日㈫・７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）【担当】納税課☎
613-8465

●成年後見相談
【日時】４月13日㈬・27日㈬、13時～
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

●リハビリ個別相談会
【日時】４月14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

●ヨイ歯デーテレホン相談
【日時】４月18日㈪10時～19時【内容】
歯や口に関する相談を県保険医協会歯
科部会☎651-7341で電話受け付け。同
日19時以降、相談者へ電話回答

●補聴器相談会
【日時・場所】４月20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）【問い合わせ】地域福
祉センター☎696-5640

●くらしの相談支援室
【日時】月～金曜、８時半～17時【場
所】市役所内丸分庁舎【内容】仕事や
金銭、健康などの相談【問い合わせ】同
室☎626-1215

●花と緑の相談
【日時】毎週火曜（11月～２月は毎月第
２火曜）、10時～15時【場所】市役所本
館１階の市民ホール【内容】草花や庭
木などについての疑問を専門家へ相談
【担当】公園みどり課☎639-9057

●中学生の学習を支援
　経済的な理由で学習に不安を抱える
世帯の中学生を、市内３カ所で支援して
います。一人一人に合わせた学習支援の
ほか、悩みや進路の相談やコミュニケー
ションの場としても利用できます。費用
は無料。詳しくは、NPO法人もりおかユ
ースポート☎613-3457へお問い合わせ
ください。【日時】各会場で月２回。木曜
は18時半～20時半、日曜は10時～15時

●子ども科学館で遊ぼう
　子ども科学館（本宮字蛇屋敷）で表
のとおりイベントを開催します。【問い
合わせ】同館☎634-1171

●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、４月16日㈯と17日㈰、24日
㈰、30日㈯～５月５日㈭の終日、利用
できません。【問い合わせ】同プール☎
634-0450

●計画案への意見を募集
　次の各計画案への意見を募集します。
■第２期盛岡市耐震改修促進計画案
　建築物の耐震診断、耐震改修を進め
るための方針などについて。【募集期
限】４月21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】建築指導課☎639-9054
■津波伝承施設基本計画案
　陸前高田市に整備予定の東日本大震
災津波伝承施設の展示内容などについ
て。【募集期限】５月９日㈪。説明会を４
月13日㈬に県公会堂（内丸）で開催し
ます【問い合わせ】県復興局まちづくり
再生課☎629-6935

●不来方大学院生を募集
【開講日時】５月12日～11月10日、主
に木曜、全20回、９時45分～15時【場
所】中央公民館（愛宕町）【内容】一般
教養や時事問題などの学習とクラブ活
動【対象】65歳以上【定員】150人【費
用】4500円※クラブ費実費【申し込
み】往復はがきに住所と名前・ふりがな、
年齢・生年月日、性別、電話番号を記入
し、〠020-0013愛宕町14-１、中央公
民館「不来方大学院係」へ。４月20日
㈬必着。定員を超えた場合は抽選【担
当】同館☎654-5366

●もりおか老人大学学生募集
【開講期間】６月１日㈬～来年１月20日
㈮【場所】各老人福祉センターなど【内
容】健康や地域文化などさまざまな分

野を学ぶ本校・分校講座と、地域活動
の実践について学ぶ特別講座【対象】
60歳以上【費用】無料【申し込み】市
役所別館５階の長寿社会課や各老人福
祉センターなどに備え付けの入学願書で
４月28日㈭までに申し込み【担当】同
課内、同大学事務局☎603-8003

●市スポーツ少年団団員募集
　市スポーツ少年団は、28年度の団員
を募集。６月30日㈭締め切りです。【種
目】スキー、スケート、空手、剣道、水泳、
サッカー、テニス、軟式野球、ミニバス、ラ
グビーなど全36種目。詳しくは、市体育
協会のホームページをご覧ください【問
い合わせ】同少年団事務局☎652-7600

●障がい者へのタクシーや
　ガソリン・軽油料金の助成
　市は、タクシーやガソリン・軽油の料
金の一部を助成します。【対象】自動車
税または軽自動車税の減免を受けてい
ない在宅の人で、次のいずれかに該当す
る人①身体障害者手帳１級②視覚や下
肢、体幹に障がいがあり身体障害者手
帳２級③療育手帳④精神障害者保健
福祉手帳１級。なお、ガソリン・軽油の
助成を受ける場合は、上記以外の条件
があります【申し込み】４月１日㈮以降
に、印鑑と該当する手帳を持参し、市役
所本館５階の障がい福祉課か都南総合
支所税務福祉係、玉山総合事務所健康
福祉課へどうぞ【助成額】いずれも600
円の助成券を月数に応じて交付【助成
券利用期限】平成29年３月31日㈮【担
当】障がい福祉課☎613-8346

●浄化槽設置への補助
　し尿と生活排水を併せて処理する浄
化槽を設置する場合、経費の一部を補
助します。希望する人は、４月18日㈪か
ら22日㈮までに登録が必要。応募多数
の場合は抽選。詳しくはお問い合わせ
ください。【対象区域】公共下水道事業
と農業集落排水事業の対象にならない
区域【担当】給排水課☎623-1411

●生涯学習に取り組む団体へ
　講師謝金などを補助
　生涯学習に取り組む10人以上の団体
へ、講師の紹介と、講師謝金の補助を
行います。詳しくは、中央公民館☎654-
5366へお問い合わせください。

●展示会などへの出展に補助
　展示会や見本市などに出展する事業
者などへ経費の一部を補助します。【募
集期間】５月２日㈪９時～31日㈫17時
【補助額】必要経費の２分の１※上限
10万円【補助件数】３件程度。詳しくは、

市公式ホームページをご覧ください【担
当】ものづくり推進課☎626-7538

●私道整備に補助
　私道などを整備する場合、補助金の
交付と砂利の支給を行っています。【対
象】次に該当する私道など①延長が20
㍍以上②幅員が1.8㍍以上―など。詳
しくは、市公式ホームページをご覧くだ
さい。【担当】道路管理課☎613-8542

●春の交通安全・地域安全運動
　４月６日㈬～15日㈮、春の全国交通
安全運動と地域安全運動が展開され
ます。【担当】くらしの安全課☎603-
8008

▲

交通安全運動：10日㈰は「交通
事故死ゼロを目指す日」。子どもと高齢
者の交通事故防止や自転車の安全利用、
飲酒運転の根絶、全座席のシートベル
トとチャイルドシートの正しい着用を心
掛け、尊い命を守りましょう

▲

地域安全
運動：防犯意識を高め、安全で安心な
地域の実現を目指す運動です。市内で
発生した窃盗被害の多くが無施錠によ
るもの。鍵掛け習慣を徹底しましょう

●外山森林公園が開園
　外山森林公園（薮川）が開園します。
薮川産そばを食べられる食堂や、バー
ベキューセット、体験メニュー、キャンプ
場などがあります。入園無料です。【開
園期間】４月29日㈮～11月15日㈫、９
時～17時※９月１日以降は16時まで【申
し込み】キャンプ場利用は５月１日㈰
９時から、同公園管理事務所☎681-
5132で電話受け付け

●都南つどいの森で楽しもう
　都南つどいの森（湯沢１）のバーベキ
ューハウスやテニスコート、アスレチッ
ク遊具で楽しみませんか。入園無料です。
【開園時間】８時半～17時※バンガロ
ーなどキャンプ場の宿泊は４月29日㈮
から利用可【問い合わせ】同つどいの
森☎638-2270

●盛岡駅西口が便利に
　盛岡駅西口に、バスターミナルとタク
シー乗り場を結ぶエレベーターと階段
を設置しました。どうぞご利用ください。
【担当】道路管理課☎613-8541

●宝くじの助成で事業を実施
　自治総合センターの宝くじ助成を受
け、27年度に共生社会づくりに関する３
回のフォーラムなどを実施しました。①
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作ってみよう・空飛ぶ鳥のおもちゃ【日
時】4月10日㈰13時～14時半【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 ▼カエルの卵探検隊
【日時】４月16日㈯・17日㈰、13時半～
14時10分【申し込み】開始10分前から
サル山前で先着順に受け付け

●啄木忌法要・講話
【日時】４月13日㈬10時～【場所】宝
徳寺（渋民字渋民）【内容】法要や献歌、
中央大の渡

わた

部
べ

芳
よし

紀
のり

名誉教授による講
話など。当日、会場へどうぞ【問い合わ
せ】石川啄木記念館☎683-2315

●科学談話会
【日時】４月15日㈮18時半～20時【場
所】市立図書館（高松一）【内容】県立
大の黒岩幸

さち

子
こ

教授が「日本の境界～周
縁から眺める」と題して講演【担当】同
館☎661-4343

●盛岡弁で語る昔話
【日時】４月16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
い合わせ】同館☎681-2100

●もりげきライヴ
【日時】４月20日㈬19時～21時【場
所】盛岡劇場（松尾町）【出演】D

ドクター

r.岡
田とスタンダーズ【費用】前売り1000円、
当日1200円。小学生以下無料【問い合
わせ】同劇場☎622-2258

●原敬生家の特別開放
【日時】４月23日㈯～５月８日㈰と10月
までの土・日曜と祝日、９時～16時【場
所】原敬記念館（本宮四）【内容】市指
定有形文化財の原敬生家を開放【費
用】入館料が必要【問い合わせ】同館
☎636-1192

●平成27年新収蔵資料展
【日時】４月23日㈯～７月18日㈪、９時
～17時【場所】先人記念館（本宮字蛇
屋敷）【内容】米内光

みつ

政
まさ

の書や中井汲
きゅう

泉
せん

の南部絵などを展示【費用】入館料
が必要【問い合わせ】同館☎659-3338

ん）【担当】地域福祉課☎626-7509

●職員を募集
■自衛官【応募期限】予備自衛官補が４
月８日㈮、幹部候補生が５月６日㈮【問
い合わせ】盛岡募集案内所☎641-5191
■国税専門官【応募期限】４月13日
㈬【問い合わせ】仙台国税局☎022-
263-1111

●空き地や空き家の火災予防
　放火やたばこの投げ捨てなどによる
火災を防ぐため、空き地や空き家の所
有者・管理者は、枯れ草の刈り取りや施
錠など適正に管理しましょう。【問い合
わせ】盛岡中央消防署☎626-7302、盛
岡西消防署☎647-0119、盛岡南消防
署☎637-0119

■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎えほんのへや
【日時】４月７日㈭15時半～16時【対
象】幼児～小学２年生
◎おはなしころころ
【日時・対象】４月８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３カ月未満の乳児
◎おはなしのじかん
【日時・対象】４月９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
◎かみしばいのへや
【日時】４月14日㈭15時半～16時【対
象】幼児～小学２年生
■都南図書館（永井24☎637-3636）
◎おはなしのじかん

【日時】４月13日㈬11時～11時半
◎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☎683-2167）
◎えほんのへや
【日時】４月20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】４月９日㈯10時半～11時【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】４月13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】４月６日㈬、10時～10時
40分は１歳３カ月～３歳の幼児、10時50
分～11時10分は１歳３カ月未満の乳幼児
◎おはなしの広場
【日時】４月16日㈯10時半～11時10分
【対象】幼児～小学生
■松園地区公民館（東松園二☎661-8111）
◎家庭教育支援「遊びの広場」
【日時】４月６日㈬10時～12時【内容】
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16ページに掲載）
日本初の農学博士の学位を取得し、日本の伝統的な道徳教育についての考えを「BUSHIDO」（武士道）として
まとめて出版した、盛岡出身の人物は誰ですか。　①内村鑑三　②新渡戸稲造　③原敬　④金田一京助

催　し

表　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

ワークショップ
①「うごくカード」
②「たねコプター」

①４/10㈰・17㈰・
24㈰・29㈮
②５/１㈰
10時半～12時と14
時～15時半

①イラストが動いているように見え
るカードを作る（各回150円）
②回りながらゆっくり落ちる種の模
型を作る（各回100円）
※いずれも展示室入場料別途

各回
①35人
②30人

サイエンスショー
「空気砲であそぼう！」

４/10㈰・17㈰・
29㈮・５/１㈰
13時～13時20分

空気砲の威力や弾の形を見る実験
（無料。展示室入場料別途） なし

図　書

お知らせ
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