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●ゆぴあすの勉強部屋
【日時】３月19日㈯、20日㈰、26日㈯、
27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・高校生■

ボランティアを募集
　学習の様子を見守る大学生ボランティ
アを随時募集します。詳しくは、ゆぴあ
す☎662-1414へお問い合わせください。

●岩手競馬３月19日から開催
　奥州市の水沢競馬場で春競馬がいよ
いよスタートします。【問い合わせ】県
競馬組合☎626-7713【期日】 ▼27年
度特別開催：３月19日㈯～ ▼ 28年度の
岩手競馬開幕：４月２日㈯

●動物公園に行こう
　動物公園（新庄字下八木田）で次の
とおりイベントを開催。いずれも参加無
料ですが、入園料が必要です。【問い合
わせ】同園☎654-8266 ▼ライオンに
肉をあげよう【日時】３月20日㈰・21日
㈪、11時～【定員】各15組【申し込み】
各日10時50分からライオン舎前で受け
付け。定員を超えた場合は抽選 ▼リス
のクルミのカードホルダー【日時】３月
20日㈰・21日㈪、13時～14時【内容】リ
スが食べ残したクルミの殻を使ってカー
ドホルダーを作る【定員】各30人【申し
込み】各日12時50分から動物資料館前
で先着順に受け付け

●一水会選抜展
【日時】３月25日㈮～４月10日㈰、10
時～17時※４月10日は16時まで【場
所】深沢紅子野の花美術館（紺屋町）
【内容】深沢紅
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が所属した美術団
体「一

い っ

水
す い

会」による近代絵画の展覧会
【費用】入館料が必要【問い合わせ】
同館☎625-6541

●素敵なまちの映画会
【日時】３月26日㈯13時半～15時半
【場所】リリオ（大通一）【内容】「県政
ニュース（昭和37年）」「加奈子（仮）～
マイホームタウン～」の上映と監督らに
よるトークショー【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

●岩手県U・Iターンフェア
【日時】３月27日㈰13時～16時【場所】秋
葉原U

ユーディ―エックス

DX g
ギ ャ ラ リ ー

allery（東京都）【内容】岩
手県内に勤務先があり、正社員を募集す
る企業との面談、就職相談会【対象】県
内へのU・Iターン就職を希望する人や平

●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】４月分は11日㈪・25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、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】３月27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☎613-8465

●不動産相談会
【日時】４月６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【問い合わ
せ】全日本不動産協会岩手県本部☎
625-5900

●多重債務相談
　東北財務局盛岡財務事務所は、自分
の収入で返済しきれないほどの借金を
抱え悩んでいる人の相談に応じます。【日
時】月～金曜（祝日・年末年始を除く）、
８時半～16時半【面談場所】盛岡合同
庁舎４階（内丸）【相談電話】622-1637

●企画展
　「児玉晃の自画像と母の像」
【日時】３月27日㈰までの９時～17時
※３月22日㈫を除く【場所】中央公民館
（愛宕町）【内容】盛岡ゆかりの画家・
児玉晃

あきら

の自画像などを展示【費用】無料
【担当】同館☎654-5366■

ギャラリートーク
【日時】３月19日㈯14時～15時半【内
容】夫人の児玉美

よ し

子
こ

さんらが同氏につ
いて語る【費用】無料

合わせて活動できます。申し込み方法な
ど詳しくは同センター☎625-5810へお
問い合わせください。■

事業説明会
【日時】４月13日㈬10時～12時【場
所】市総合福祉センター（若園町）【内
容】同センターの活動やボランティアの
仕組みなどについて※同センターへ電
話予約が必要

●開運橋花壇クラブ
　ボランティアを募集
　市グリーンバンク事務局は、開運橋の
花壇作りや維持管理などを行うボラン
ティアを募集します。【活動日時】４月～
11月の毎週土曜、６時～７時【場所】開
運橋付近の北上川左岸【費用】年150
円※市外の人は300円【申し込み】同事
務局（公園みどり課内）☎639-9057で
電話受け付け

●志波城古代公園
　ボランティアスタッフを募集
　志波城古代公園はイベントや団体見
学のサポートをするボランティアスタッ
フを募集します。【活動日時】年数回不
定期※主にゴールデンウイークや夏休み
などの日中【場所】志波城古代公園（上
鹿妻五兵衛新田）など【対象】高校生以
上【費用】年28円【申し込み】同公園案
内所☎658-1710で電話受け付け

●ＪＩＣＡボランティア募集
　国際協力機構（J

ジ ャ イ カ

ICA）東北支部は、
発展途上国の人と共に生活し、自助努
力促進の協力活動を行うボランティア
を５月９日㈪まで募集しています。【募
集種別】青年海外協力隊とシニア海外
ボランティア、日系社会青年ボランテ
ィア【申し込み】詳しくは、同機構のホ
ームページhttp://www.jica.go.jp/
tohoku/index.htmlをご覧ください
■ボランティア説明会
【日時】４月９日㈯10時～12時と21日
㈭18時半～20時半【場所】アイーナ５
階（盛岡駅西通一）【問い合わせ】同機
構☎022-223-4772

●外山森林公園
　サポータークラブ会員を募集
　市森林組合は、外山森林公園（玉山
区薮川）遊歩道整備作業や森林学習補
助を行うボランティアを募集します。【活
動日時】主に４月～７月の毎月第３日曜と
８月～11月の第４日曜、９時～15時【定
員】40人【費用】年2000円【申し込み】
はがきに住所と名前（ふりがな）、年齢、
性別、電話番号を記入し、〠020-0885
紺屋町２-９、市森林組合「外山森林公

園サポータークラブ申し込み係」へ。フ
ァクス653-1420でも受け付けます。郵
送の場合は４月１日㈮必着。ファクスは
同日17時まで。定員を超えた場合は抽選
【問い合わせ】同組合☎624-0259

●寄せ植えコンテスト作品募集
　４月22日㈮～24日㈰に盛岡城跡公
園広場で開催する「第45回もりおか環
境緑花まつり」の寄せ植えコンテストの
作品を募集します。応募条件など詳しく
は、市公式ホームページをご覧になるか
公園みどり課☎639-9057へお問い合
わせください。【応募方法】都南分庁舎
２階の公園みどり課や市役所本館１階
の窓口案内所、各支所などに備え付け
の申込書に必要事項を記入し、〠020-
8532（住所不要）市役所公園みどり課
内、もりおか環境緑化まつり実行委員
会事務局へ郵送または持参してくださ
い。ファクス637-1919でも受け付けま
す。４月８日㈮17時必着

●盛岡花火の祭典の
　ポスターデザインを募集
　盛岡花火の祭典実行委員会は、８月
６日㈯に開催される同祭典のポスター
デザイン案を募集します。最優秀賞（１
点）には、賞金５万円を進呈。応募方
法など詳しくは市役所別館７階の観光
課や同本館１階の窓口案内所、盛岡商
工会議所都南支所（永井23）などに備
え付ける募集要項をご覧ください。募
集要項は同祭典の公式ホームページ
（http://www.ccimorioka.or.jp/
hanabi/index.html）へも掲載します。
【申込締切】４月20日㈬【問い合わせ】
同実行委員会☎638-3399

●空き家バンクへ登録を
　市は、市街化区域内で空き家の利活
用を促進するため、空き家バンク制度を
設けています。貸し出しや売却が可能な
空き家の所有者はぜひ登録をお願いし
ます。また、所有者が不明でも、長らく
空き家になっている場合などは、市が調
査を行いますので、情報提供をお願いし
ます。【担当】都市計画課☎639-9051

●緑の募金へ協力を
　３月20日㈰から５月31日㈫まで、森
を守り育てることを目的とした緑の募
金を行います。期間中は大通や肴町、イ
オンモール盛岡などで募金活動を実施。
ぜひご協力ください。昨年度の募金総
額は634万4386円で、環境緑化事業や
間伐材の利用促進などに活用しました。■

記念イベント
【日時】３月20日㈰12時半～【場所】川

徳（菜園一）、イオンモール盛岡（前潟四）
【内容】各先着100人に花の苗か種をプ
レゼント【担当】林政課☎626-7541

●山火事防止月間
　春は空気が乾燥し、風が強い日が多
いため、山火事が起こりやすい季節で
す。たばこの投げ捨てをやめ、野焼きに
十分注意し、山火事を起こさないように
しましょう。「誓います森の安全火の始
末」【担当】林政課☎626-7541

●道路損傷などの情報提供を
　市道の穴ぼこや側溝ふたの破損など
は、安全な交通の妨げになります。そのよ
うな状態を見つけたときは、お知らせくだ
さい。【担当】道路管理課☎613-8543

●スポーツ安全保険に加入を
28年度分の申込用紙を市の体育施

設などで配布します。【保険期間】４月
１日㈮～来年３月31日㈮【掛け金】１人
800円から※加入区分により掛け金が
異なります【問い合わせ】スポーツ安全
協会岩手県支部☎648-0400

●特別警報について
　気象庁は、数十年に一度程度の大雨
や火山噴火などにより、重大な災害が
起こる恐れがある場合に「特別警報」
を発表します。特別警報が発表された
場合は、携帯電話やスマートフォンなど
に「緊急速報メール」が配信されます。
大雨の場合などは、発表時点で、既に
屋外に避難するのが困難な場合がある
ので、家の２階やより安全な場所に退避
するなど、直ちに命を守る行動をとって
ください。【問い合わせ】盛岡地方気象
台☎622-7870

●花巻空港がますます便利に
　いわて花巻空港（花巻市）定期便の
ダイヤが３月27日㈰に改正。名古屋線
が増便になります。【問い合わせ】県空
港利用促進協議会☎624-6330

●国の教育ローン
　日本政策金融公庫は、高校や大学な
どへの入学や在学中に必要な資金を国
の教育ローンとして貸し付けています。
【対象】融資の対象となる学校に入学
予定または在学中の人の保護者（所得
制限あり）【融資額】学生・生徒１人に
付き350万円まで【年利】2.05%【返済
期間】15年以内【問い合わせ】教育ロー
ンコールセンター☎0570-008-656

●市の推計人口（２月１日現在）
【人口】29万8713人（男＝14万1489

成29年３月卒業予定の学生など【費用】
無料。直接、会場へどうぞ【問い合わせ】
ふるさといわて定住財団☎653-8976

●県ユニセフ協会
　15周年記念講演会
【日時】３月27日㈰13時～【場所】市民
文化ホール（盛岡駅西通二）【内容】日
本ユニセフ協会大使のアグネス・チャン
さんが「世界の子どもたちと東日本大震
災」と題して講演【費用】1000円※高
校生以下は無料【問い合わせ】県ユニ
セフ協会☎019-687-4460

●盛岡ブランド市民推進委員会
　の委員を募集
　盛岡ブランドの推進について意見や
提案を行う委員を２人募集します。【任
期】５月１日から平成30年３月31日まで
【応募資格】次の全てに該当する人①４
月１日時点で市内に１年以上住んでいる
②20歳以上③平日の日中に開く年３回
程度の会議に出席できる【申し込み】市
役所別館８階の都市戦略室や本館１階
の窓口案内所、各支所などに備え付けの
用紙に必要事項を記入し、〠020-8530
（住所不要）市役所都市戦略室へ郵送
または持参。郵送の場合は４月８日㈮必
着。持参の場合は同日17時まで。選考
により決定【担当】同室☎613-8370

●市長おでかけトークの
　参加団体を募集
　市は、地域でさまざまな活動をしてい
る団体などの活動内容を、市長が聴きな
がら懇談する「市長おでかけトーク」の
28年度の参加団体を募集します。【実
施時期】５月～来年２月【対象】市内で
活動しているＮＰＯ団体やボランティア
団体など【申し込み】市役所別館６階の
広聴広報課や同本館１階の窓口案内所、
都南総合支所、玉山総合事務所に備え
付けの申込書に必要事項を記入し、〠
020-8530（住所不要）市役所広聴広
報課へ郵送または持参してください。フ
ァクス622-6211でも受け付けます。４
月28日㈭17時締め切り。申し込み多数
の場合は選考【担当】同課☎626-7517

●子育て・家事支援の
　有償ボランティアを募集
　市ファミリーサポートセンターは、０
歳～小学６年生の一時預かりや送迎、
産前産後の家事支援などを行う有償ボ
ランティアを募集します。自分の都合に

人、女＝15万7224人）【対前月比】178
人減【世帯数】13万1522世帯【担当】
企画調整課☎613-8397

■４月１日からの休館日などの変更▲

市立図書館・都南図書館：現休館日
の月曜が祝日の場合は開館し、翌日以
降の最も近い平日を休館します

▲
渋民

図書館：閉館時間は、平日は18時、土・
日曜と祝日は17時となります
■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎児童文学を読む会
【日時】３月23日㈬10時～12時
【内容】E・ウォルターズ作「リバウンド」
（福音館書店）
◎かみしばいのへや
【日時】３月24日㈭15時半～16時
【対象】幼児～小学２年生
◎科学談話会
【日時】３月25日㈮18時半～20時
【内容】岩手医大の増田友

と も

之
ゆ き

教授による
「肝臓の健康を学ぶ」と題した講演
◎おはなしのじかん
【日時・対象】３月26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
◎えほんのへや
【日時】３月31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）
◎おとぎのへや
【日時】毎週土曜、14時半～15時
【内容】絵本と紙芝居の読み聞かせ
【対象】幼児～小学生
■渋民図書館（玉山区渋民☎683-2167）
◎えほんのへや
【日時】４月２日㈯11時～11時半
【対象】幼児
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
◎おひざにだっこの会
【日時】３月18日㈮10時半～11時
【内容】読み聞かせや手遊びなど
【対象】３歳までの乳幼児
◎絵本サロン
【日時】４月１日㈮～７日㈭、10時半～15時
【内容】絵本の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】３月24日㈭10時半～11時
【対象】幼児
【内容】読み聞かせや手遊びなど
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
◎ちびっこ広場映画会
【日時】４月２日㈯10時半～11時40分
【内容】「ミッキーマウス～いたずら子
象～」「こぶとりじいさん」「忍者玉丸ル
ールを守って交通安全の巻」「ブレーメ
ンの音楽隊」
【対象】幼児～小学生

もりけんに挑戦（26年度３級問題）�（正解は12ページに掲載）
盛岡市出身のプロ野球選手、菊池雄星選手が現在所属している球団はどこですか。　
①中日ドラゴンズ　②埼玉西武ライオンズ　③北海道日本ハムファイターズ　④東北楽天ゴールデンイーグルス

日 区分 名称 所在地 電話番号

３/20
㈰

内 佐藤内科クリニック 大通三丁目１-24第三菱和ビル４階 626-1115
水沼内科循環器クリニック 中央通二丁目11-12明治中央通ビル 604-8002

外 栃内病院 肴町２-28 623-1316
小 寺井小児科医院 山王町１-９ 623-8249
歯 かど歯科クリニック 門一丁目19-17 604-2260

薬
アイセイ薬局盛岡材木町店 材木町４-33 681-3707
さくら薬局本町店 本町通一丁目11-17 654-7077
中津川薬局 肴町８-５ 604-2300
こまくさ薬局 加賀野四丁目16-６ 605-8686

３/21
㈪

内
田中循環器内科クリニック 永井22-29-６ 632-1320
くどう医院 前九年三丁目16-15 647-3251
八角病院 玉山区好摩字夏間木70-190 682-0201

外 細井外科医院 大沢川原一丁目１-２ 624-2715
小 川久保病院 津志田26-30-１ 635-1305
歯 上ノ橋歯科クリニック 上ノ橋町１-45 622-4348

薬
すばる薬局永井店 永井22-３-128 614-0025
前九年薬局 前九年三丁目16-10 648-8101
つくし薬局下の橋店 大沢川原一丁目１-３ 624-8730
オーロラ薬局 南仙北三丁目２-30 635-1233

３/27
㈰

内 吉田消化器科内科 東見前８-20-16 632-4600
ちばクリニック 中央通三丁目１-10 605-8300

外 吉野医院 山岸一丁目６-20 652-5665
小 中村こどもクリニック 上厨川字杉原50-47 648-7711
歯 まつうら歯科クリニック 青山三丁目７-10 681-3719

薬
あざみ薬局 東見前８-20-４ 639-8706
たんぽぽ薬局桜城店 中央通三丁目14-４-101 626-1121
三ツ割薬局 三ツ割五丁目７-15 663-5311
ミルキー薬局 上厨川字杉原50-48 646-0369

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
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