もりけんに挑戦（26年度３級問題）（正解は10ページに掲載）
岩手県民情報交流センター（アイーナ）の３階エントランス付近に設置されている美術作品の
名前は何ですか。 ①ヒカリノミチ ②天秘 ③風の日のスフィンクス ④もりおかわんこ

情報インデックス

【日時・場所】２月19日㈮13時～15時
はもりおか復興支援センター（内丸）、
20日㈯・21日㈰の10時～16時はイオン
モール盛岡南（本宮七）、27日㈯・28日
㈰の10時～16時はフェザン（盛岡駅前
通一）
【内容】東日本大震災５周年行事
で使用する灯籠の制作。当日、会場へ
どうぞ【問い合わせ】祈りの灯 火 実行
委員会の金野さん☎070-6574-3493

【日時】２月27日㈯13時半～15時50分
【場所】リリオ（大通一）
【内容】
「県政
ニュース（昭和36年）」「くちづけ」
【定
員】先着70人【問い合わせ】盛岡大通
商店街事務局☎623-7131

ともし び

きん の

●「盛岡の商家とひな人形」展

●いわてＳ-１スイーツフェア

【日時】２月28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

【日時】２月20日㈯～21日㈰、10時～
16時【場所】岩手産業文化センター（滝
沢市）
【内容】盛岡広域圏を中心に県内
外のスイーツ・ご当地グルメの販売やス
テージイベント、抽選会など【問い合わ
せ】盛岡・八幡平元気まるごと発信事業
実行委員会事務局☎629-6512

●パソコンお助け相談会

●森林・林業講演会

【日時】２月2 8日㈰10 時～15時【場
所】西部公民館（南青山町）
【内容】パ
ソコン全般に関する相談【費用】500円
【担当】同館☎643-2288

【日時】２月26日㈮10時半～12時【場
所】勤労福祉会館（紺屋町）
【内容】県
立大の渋谷晃 太 郎 教授が「森林・林業
と生物多様性」と題して講演【担当】林
政課☎626-7541

●休日納付相談

●不動産相談会
【日時】３月２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

●パパママラインいわて
子育ての悩みなどの相談を、専用電
話☎0120-147-445で受け付け。
【日
時】毎週木曜、10時～14時※２月15日
㈪～20日㈯は毎日受け付け【問い合わ
せ】子どものエンパワメントいわて☎
681-6300

催

し

●季節展「鉈屋町からお雛様が
やってきた！」
【日時】２月17日㈬～３月14日㈪、９時
～18時【場所】もりおか歴史文化館（内
丸）
【内容】ひな人形などの展示【問い
合わせ】同館☎681-2100
広
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●子ども科学館へ行こう
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
■少年少女発明クラブ会員を募集
工作の基礎技術習得や発明くふう展の
作品作りなどをする同クラブの会員を募集
します。
【日時】
４月～来年２月の各月３回
程度、初級コースは13時半～15時半、応用
コースは10時～12時【対象】初級コースは
市内の新小学４～５年生で発明クラブ未
経験者推奨、応用コースは市内の新小学
５年～中学２年生で発明クラブ経験者推
奨【定員】各15人【費用】各5000円【応募
期限】
３月４日㈮まで。応募方法などは同
館☎634-1171にお問い合わせください
表

子ども科学館の各種イベント
イベント名
日時
ワークショップ
２/21㈰・28㈰
「ホッピングダン 10時半～12時と
サー」
14時～15時半
サイエンスショー
「燃ショー」

２/21㈰・28㈰
13時～13時20分

【日時】３月６日㈰、９時半～10時半は
ボウリング教室、10時40分～12時半は
ボウリング大会【場所】ビッグハウス・ス
ーパーレーン（津志田町一） ボウリン
グ教室【対象】障がい者と健常者の交
流を目的とした教 室。どなたでも参加
できます【申し込み】市身体障害者スポ
ーツ推進協議会☎622-6507で電話受
け付け。２月22日㈪17時締め切り ボ
ウリング大会【対象】市内在住か市内
に勤務先がある身体障がい者【費用】
500円（貸し靴代が別途必要）
【申し込
み】市身体障害者協議会☎651-3336
（ファクス兼）で電話またはファクスで
受け付け。２月22日㈪15時締め切り
▲

【日時】２月20日㈯～４月17日㈰、９時
～17時【場所】先人記念館（本宮字蛇
屋敷）
【内容】盛岡の商家に関係する先
人の紹介と市内の旧家から寄贈された
ひな人形の展示【費用】入館料が必要
【担当】同館☎659-3338

●身体障がい者ボウリング大会

▲

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】３月分は７日㈪・28日㈪、10時
～15時【申し込み】希望相談日の前週の
月曜（28日分は22日㈫）、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

●素敵なまちの映画会

●遺跡の学び館調査成果報告会
【日時】３月６日㈰13時半～15時15分
【場所】遺跡の学び館（本宮字荒屋）
【内容】本年度に実施した発掘調査の
最新情報を解説【定員】80人【担当】
同館☎635-6600

●「ドイツ・レクイエム」演奏会
【日時】
３月６日㈰15時～16時半【場所】
市民 文化ホール（盛岡駅西通二）
【内
容】岡山フィルハーモニック管弦楽団と
盛岡、仙台、山形、岡山の合唱団による
震災復興を祈念する演奏会【費用】Ｓ席
4500円、Ａ席3500円、Ｂ席2500円。チ
ケットは同ホールやプレイガイドで販売
中【問い合わせ】同ホール☎621-5100

●弥生月のお茶会
【日時】３月13日㈰11時～15時【場所】
もりおか歴史文化館（内丸）
【内容】裏
千家淡交会岩手青年部による茶会【定
員】150人【費用】前売り450円、当日
500円。前売り券は同館で販売中【問
い合わせ】同館☎681-2100
たんこう

●親子１日飼育係体験
【日時】３月19日㈯・26日㈯、８時半～
内容（費用）
ビーズが踊っているように飛び跳ね
るおもちゃを作る
（各回150円。展示室入場料が必要）
物を燃やす実験で、燃焼と空気の関
係を探る
（無料。展示室入場料が必要）

定員
各回
30人
なし

17時【場所】動物公園（新庄字下八 木
田）
【内容】飼育体験と動物・自然の学習
【対象】小・中学生と保護者【定員】各日
40人【費用】入園料が必要【申し込み】
３月４日㈮17時まで同園☎654-8266で
電話受け付け。定員を超えた場合は抽選

お知らせ
●計画案への意見を募集
市は、次の各計画案への意見を募集
します。計画案は各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
けるほか、市公式ホームページにも掲載
します。意見は、任意の用紙に住所と名
前、意見を記入し、〠020-8530（住所
不要）各担当課へ期限までに郵送また
は持参してください。ファクス622-6211
や市公式ホームページでも受け付けます
■盛岡広域連携中枢都市圏ビジョン案
盛岡広域８市町で連携して取り組む
事業などについて。
【募集期間】２月18
日㈭～３月９日㈬17時。郵送は３月９日
必着【担当】都市戦略室☎613-8370
■第２次盛岡市地域協働推進計画案
市民協働による地域のまちづくりを
推進するための取り組みについて。
【募
集期間】２月19日㈮～３月９日㈬17時
半。郵送は３月９日必着【担当】市民協
働推進課☎626-7535
■市空き家等対策計画案
空き家対策の推進について。【募集
期間】２月22日㈪～３月14日㈪17時。
郵送は３月14日消印有効【担当】くらし
の安全課☎603-8008

●都市計画変更案の縦覧など
市は、渋民駅周辺地区と好摩駅東、
西地区の地区計画の変更案について説
明会と縦覧を実施します。この案に意見
がある人は、３月４日㈮まで市長に対し
て意見書を提出できます。担当は都市
計画課☎639-9051。 説明会【日時】
２月18日㈭14時半～【場所】渋民公民
館（玉山区渋民） 縦覧【期間】２月19
日㈮～３月４日㈮、８時半～17時半【場
所】都南分庁舎２階の都市計画課と玉
山総合事務所２階の建設課

●市の各委員を募集
市は、次の委員を募集します。いずれ
の応募用紙も市公式ホームページから
ダウンロードできます。
■国民健康保険運営協議会委員
国民健康保険の条例改正や保険税の
税率などを検討する委員。
【募集人員】
１人【任期】４月15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市の国民健康保険
の被保険者である③月～金曜の日中に
開く年３回程度の会議に出席できる【応
募方法】市役所別館１階の健康保険課
や同本館１階の窓口案内所、玉山総合事
務所健康福祉課、各支所などに備え付
けの用紙に必要事項を記入し、〠0208530（住所不要）市役所健康保険課へ
郵送または持参。郵送は３月10日㈭消
印有効。持参は10日17時半まで。選考
により決定【担当】同課☎626-7527
■市保健所運営協議会委員
保健所の運営について審議する委員。
【募集人員】１人【任期】４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４月１日以前生まれ③市の他の
審議会などの委員になっていない④月
～金曜の日中に開く会議に出席できる
【応募方法】市保健所６階の企画総務
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用紙に必要事項
を記入し、〠020-0884神明町３-29、
市保健所企画総務課へ郵送または持参。
３月４日㈮消印有効。持参は４日17時
半まで。選考により決定【担当】同課☎
603-8301
■市スポーツ推進委員
市民へのスポーツ活動機会の提供や
実技指導を行う委員。
【募集人員】数
人【任期】４月１日㈮から２年間【応募
資格】平成10年４月１日以前生まれの人
【応募方法】市役所若園町分庁舎４階
のスポーツ推進課や市役所本館１階の
窓口案内所、市立体育館、各支所など
に備え付けの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。３月４日
㈮必着。持参は４日17時まで。選考によ
り決定【担当】同課☎603-8013

●もりおか老人大学特別講座
運営業務の受託者を募集
市は、60歳以上を対象に開催するも
りおか老人大学で、生きがいづくりと地
域活動のきっかけとなる特別講座（全５
回）を運営する事業者を企画提案方式
で募集します。
【説明会】２月19日㈮13
時半から市役所別館５階介護保険審査
室で開催※当日12時までに長寿社会課
☎603-8003に申し込みが必要【委託
期間】４月１日㈮～来年３月10日㈮【応
募期限】２月29日㈪まで。詳しくは同課
までお問い合わせください

●岩手育英会の奨学生を募集
岩手育英会は、県内の大学・短期大
学生に月１万5000円を、県外の大学・
広
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短期大学生に月３万円を貸し付けてい
ます。また、新規入学奨学生へ入学一
時金10万円を支給しています。
【対象】
県内に本籍がある大学生・短期大学生
【応募期限】３月25日㈮まで。詳しくは
同会事務局（学務教職員課内）☎6399044へお問い合わせください

間です。市は、消防署と協力して、不特
定多数の人が出入りする建築物の立ち
入り査察と改善指導を実施します。また、
市役所都南分庁舎２階の建築指導課で、
月～金曜、９時～17時に地震対策や既
存木造住宅などの防災相談を受け付け
ます。
【担当】同課☎639-9054

●児童生徒の就学援助

●あなたの作品を展示

市は、経済的な理由で子どもの就学
が困難な家庭へ、小・中学校の給食費
や学用品などの一部を援助しています。
希望する人は、通学している学校にご
相談ください。
【担当】学務教職員課☎
639-9044

市立病院は、患者や来院者にご覧い
ただくため、院内に絵画や書道、写真な
どを展示しています。展示期間は、おお
むね２週間から１カ月。個人やサークル
を問わず、無料で展示できます。希望す
る人は、同病院総務課☎635-0101へ
お問い合わせください。

●医師養成修学生を募集
県国民健康保険団体連合会は、次の
とおり修学資金を貸し付けています。貸
付期間と同じ期間、県内の公立病院な
どで勤務すると返済が免除されます。
【募集人数】15人程度【応募資格】４
月現在、大学の医学部に在籍し、将来、
県内の県立病院や市町村立病院などへ
の従事を希望する人【貸付金額】月20
万円（私大医学部入学者には併せて一
時金760万円）
【応募期限】３月22日㈫
まで。応募方法などは同連合会☎6234324へお問い合わせください

●選挙人名簿の縦覧
【日時】３月３日㈭～７日㈪、８時半～
17時【場所】市選挙管理委員会事務局
（市役所本館８階）
【内容】３月２日に
新たに登録される人（平成８年３月２日
以前に生まれ、平成27年12月１日までに
住民基本台帳に登録された人）の名簿
を縦覧【担当】同事務局☎626-7582

●市の推計人口（１月１日現在）
【人口】29万8891人（男＝14万1590
人、女＝15万7301人）
【対前月比】79
人減【世帯数】13万1587世帯【担当】
企画調整課☎613-8397

図

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（http://
koubai.auctions.yahoo.co.jp/）で
公売します。
【申込期間】２月16日㈫13
時～26日㈮23時【公売方法・期間】
入札：３月４日㈮13時～11日㈮13時
せり売り：３月４日㈮13時～６日㈰23時
【担当】納税課☎613-8466
フ

ー

●林業で死亡労働災害が多発
林業における死亡労働災害が県内で
相次いでいます。林業事業主は自主安
全パトロールや一斉点検を行うなど、注
意をお願いします。【 問い合わせ】林
業・木材製造業労働災害防止協会岩手
支部☎624-2141

【日時】２月10日㈬11時～11時半
【対象】幼児と保護者
◎「防災を考える本棚」・「小・中学生
の防火ポスター展」
【日時】２月25日㈭～３月２日㈬、９時
～18時【内容】関連図書と防火ポスター
コンクール入選作品の展示
◎おとぎのへや
【日時】毎週土曜、14時半～15時
【対象】幼児・小学生と保護者
■渋民図書館
（玉山区渋民☎683-2167）
◎えほんのへや
【日時】３月５日㈯11時～11時半
【対象】幼児と保護者
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
◎おひざにだっこの会
【日時】２月19日㈮10時半～11時
【対象】乳幼児と保護者
■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
【日時】２月24日㈬10時半～11時
【対象】幼児と保護者
◎上田文芸映画会
【日時】３月５日㈯10 時～11時5 0 分
【内容】さだまさし原作「サクラサク」
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
◎おはなしのひろば
【日時】２月20日㈯10時半～11時10分
【対象】幼児～小学生と保護者
◎ふたばおはなし会
【日時・対象】３月２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カ月未満の乳幼児
■松園地区公民館（東松園二☎661-8111）
◎プレールーム映画会
【日時】２月24日㈬16時～17時
【内容】
「新泣いた赤おに」ほか２本

休日救急当番医・薬局

●差し押さえ物件の公売
ヤ

書

■市立図書館（高松一☎661-4343）
※２月16日㈫～25日㈭は休館します
◎おはなしのじかん
【日時・対象】２月27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３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

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。
当番医が変更になることがありますので、事前に電話で確認してからご利用ください。
日

▼ ▼

●無料の法律相談

●牛乳パック灯籠制作会

▼

談

▼

相

区分
内

外
２/21 小
歯
㈰
薬
内
２/28
㈰

●建築物防災週間

外
小
歯
薬

３月１日㈫～７日㈪は建築物防災週
広

名称
川久保病院
旭橋クリニック菊池循環器内科
渋民中央病院
池田外科・消化器内科医院
よしだクリニック
横沢歯科医院
オーロラ薬局
どんぐり薬局材木町
みつや薬局
ひばり薬局
盛岡南病院
えいづか内科胃腸科クリニック
みやた整形外科医院
吉田小児科
横藤歯科医院
調剤薬局ツルハドラッグ三本柳店
ハーブ薬局
リリィ薬局盛岡北店
ぺんぎん薬局

所在地
津志田26-30-1
材木町２-26近三ビル３階
玉山区渋民字大前田53-２
境田町５-18
西仙北一丁目30-50
中央通二丁目８-21
南仙北三丁目２-30
材木町２-26
中屋敷町１-33
西仙北一丁目30-51
津志田13-18-４
緑が丘四丁目１-７
上堂二丁目４-12
梨木町２-13
志家町１-２和光ホームビル１階
三本柳５-28-２
緑が丘二丁目８-26
上堂二丁目４-11
梨木町２-15

電話番号
635-1305
653-8511
683-2336
648-3200
635-8341
652-1157
635-1233
652-9177
648-6060
635-9797
638-2020
663-7788
656-6350
652-1861
653-5577
614-3080
665-2288
681-0165
652-3345

告
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