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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。
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。

月日 区分 名称 所在地 電話番号

２/７
㈰

内
ささき医院 中野一丁目27-10 653-0230
三愛病院 月が丘一丁目29-15 641-6633
八角病院 玉山区好摩字夏間木70-190 682-0201

外 たぐち脳神経外科クリニック 本町通一丁目４-19 621-1234
小 小林小児科クリニック 三本柳11-12-４ 638-0404
歯 夕顔瀬歯科医院 材木町11-17                                     652-0806 

薬

コスモ調剤薬局 中野一丁目30-３ 653-6133
みずほ薬局月が丘 月が丘一丁目29-16 601-8211
月が丘薬局 月が丘一丁目29-７ 648-3939
下小路薬局 本町通一丁目６-31 604-9101
ワカバ薬局都南店 三本柳11-12-１ 637-6011

２/11
㈭

内 菜園循環器内科医院 菜園一丁目４-７ 626-3211
おいかわ内科クリニック 上田一丁目18-46 622-7400

外 見前ファミリークリニック 三本柳12-20-１ 632-6300
成島整形外科医院 玉山区好摩字上山14-66 682-0001

小 みうら小児科 中野一丁目16-10 622-9591
歯 山田歯科クリニック 　     山岸三丁目２-１山岸中央ビル2階            662-8865 

薬
菜園薬局 菜園一丁目５-25 625-7521
あおば薬局 上田一丁目18-44 622-0370
ミルマエ調剤薬局 三本柳12-21-４ 614-0071
なかのユニオン薬局 中野一丁目21-１ 652-6587

２/14
㈰

内 金子胃腸科内科 乙部13-135-３ 696-2012
江村胃腸科内科医院 城西町７-33 623-4035

外 くろだ脳神経・頭痛クリニック 神明町10-38 653-3522
小 西島こどもクリニック 上田一丁目19-11 651-1369
歯 木のまち歯科医院 材木町２-26近三ビル３階      626-4618

薬

オトベ薬局 乙部13-135-１ 675-1151
調剤薬局ツルハドラッグマリオス店 盛岡駅西通二丁目９-１ 621-5200
あすなろ薬局 中ノ橋通一丁目14-９ 623-8880
レミディ薬局 中ノ橋通一丁目14-８ 652-1300
あおば薬局 上田一丁目18-44 622-0370

月日 接骨院名 電話番号
２/７ ひかり整骨院（高松二） 663-7515
２/14 小笠原整骨院（玉山区好摩）682-0106
2/21 あきもと接骨院（北飯岡二） 681-3186
２/28 村上整骨院（青山一） 645-2313

【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

情報インデックス
もりけんに挑戦（26年度３級問題）⓬（正解は８ページに掲載）
盛岡市内で柔道・剣道・弓道・相撲競技の施設が併せて設置されているのはどこですか。
①盛岡体育館　②岩手県営武道館　③飯岡体育館　④盛岡市立武道館

生以上【定員】初心者クラスと男女混合
クラス各10チーム【費用】１チーム１万
円【申し込み】２月４日㈭12時から同館
☎652-8855で先着順に電話または直
接受け付け

●税証明申請時に
　本人確認を実施します
　２月１日㈪から課税（所得）証明書や
納税証明書など税証明の申請を受け付
ける際に、個人番号カードや運転免許
証など本人確認書類の提示が必要です。
第三者によるなりすましを防ぎ、個人情
報を保護するためです。写真付きの本人
確認書類がない場合は、健康保険証と
年金手帳など複数の書類で本人確認を
します。本格実施は４月１日㈮から。３
月31日㈭までは試行期間として、従来
の押印による申請も受け付けます。【担
当】市民税課☎626-7504

●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、２月７日㈰と21日㈰、28日
㈰の終日、利用できません。【問い合わ
せ】同プール☎634-0450

●下水道事業計画変更案の縦覧
　市は、公共下水道の事業計画変更案
を縦覧します。この案に意見がある人は、
縦覧期間内に市上下水道事業管理者へ
意見書を提出できます。【縦覧期間】２
月２日㈫～16日㈫（土・日曜、祝日を除
く）、９時～17時【場所】上下水道局下
水道整備課（愛宕町）【応募方法】任意
の用紙に住所と名前、意見を記入し、〠
020-0013愛宕町６-８、上下水道局下
水道整備課へ郵送または持参してくだ
さい。郵送は２月16日㈫必着。持参は
同日17時締め切り【担当】同課☎623-
1411

●チャグチャグ馬コの引き手募集
　チャグチャグ馬コ保存会は、６月11日
㈯に行われるチャグチャグ馬コの引き
手を10人程度募集します。【対象】18
歳以上で、当日馬を引いて約13㌔を歩
くことができる人。3回程度の練習会参
加が必要【費用】2000円【申し込み】
はがきに住所と名前、年齢、職業、電話
番号を記入し、〠020-8530（住所不
要）市役所観光課内、チャグチャグ馬コ
保存会事務局へ。２月19日㈮消印有効。
定員を超えた場合は抽選【担当】観光
課☎613-8391

●公用電気自動車の広告を募集
　市は、電気自動車２台への掲載広告を
募集しています。応募期限は２月22日㈪ま
で。詳しくは、市公式ホームページをご覧く
ださい。【掲載期間】４月１日㈮～来年３月
31日㈮※１カ月単位で掲載可【応募方法】
市公式ホームページに掲載または若園町
分庁舎４階の環境企画課に備え付けの申
込書に必要事項を記入の上、関係書類を
添えて〠020-8532（住所不要）市役所
環境企画課へ郵送または持参してくださ
い。郵送は２月22日㈪必着。持参は同日
17時締め切り【担当】同課☎626-3754

●盛岡芸術祭の
　出品作品・出演者を募集
　市は、４月27日㈬～６月５日㈰に開催
する盛岡芸術祭の美術展部門への出品
作品と舞台部門への出演者を募集します。
【募集部門】 ▼美術展：日本画、工芸、洋
画、彫塑、写真、俳句、書道 ▼舞台発表：
ピアノ、声楽【応募方法】部門により異な
ります。詳しくは、市役所本館１階の文化
国際室や窓口案内所、都南分庁舎、玉山
総合事務所に備え付けの開催要項をご
覧ください。市公式ホームページにも掲載
します。【担当】文化国際室☎626-7524

●婚活には「i ‐サポ」の登録を
　県と市町村が連携し開設している「いき
いき岩手結婚サポートセンター（i

アイ

 ‐サポ）」
（菜園一）は、結婚を希望する人のパート
ナー探しを支援します。【対象】20歳以
上の独身者【登録料】１万円（2年間有効）
【問い合わせ】同センター☎601-9955

●青年国際交流事業へ
　参加しませんか
　内閣府は、28年度の「東南アジア青
年の船」「国際青年育成交流」「日本・
韓国青年親善交流」などの各事業への
参加者を募集しています。詳しくは、県
若者女性協働推進室☎629-5392へお
問い合わせください。

■市立図書館（高松一☎661-4343）
※２月16日㈫～25日㈭は、図書点検の
ため休館します。
◎えほんのへや
【日時】２月４日㈭15時半～16時
◎児童文学を読む会
【日時】２月10日㈬10時～12時【内容】
カレン・ヘス作「リフカの旅」
◎講演「盛岡の先人　大島高任」
【日時】２月11日㈭14時～16時【内容】

●夜間納付相談
市民税や国民健康保険税の納付と

相談の受け付けを次のとおり行います。
【日時・場所】２月９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（玉
山区渋民）【担当】納税課☎613-8465

●リハビリ相談会
【日時】２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

●補聴器相談会
【日時・場所】２月17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

●成年後見相談
【日時】２月８日㈪・22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

●出前労働相談会
【日時】２月28日㈰13時～16時【場
所】アイーナ（盛岡駅西通一）【内容】労
使問題の相談【申し込み】県労働委員
会事務局☎0120-610-797へ電話受け
付け※当日受け付けは15時まで

●地球温暖化防止パネル展
【日時】２月３日㈬～９日㈫、９時～21
時【場所】姫神ホール（玉山区渋民）
【費用】無料【担当】環境企画課☎
626-3754

●一ノ倉邸「ひな遊ぶ」
【日時】２月４日㈭～３月３日㈭※月
曜・火曜は休館、10時～15時【場所】一
ノ倉邸（安倍館町）【内容】段飾りや歴
史あるひな人形などの展示【問い合わ
せ】同邸管理保存委員会☎646-1817

●原敬生誕160年記念イベント
【日時】２月６日㈯～11日㈭、９時～16
時半※児童生徒作品展示会は21日㈰

まで【場所】原敬記念館（本宮四）【内
容】

▲

ミニイベント：クイズラリーやオリ
ジナル段B

ボ ッ ク ス

OXパズル、記念写真、冬の
生家開放など

▲

児童生徒作品展示会：
原敬にちなんだ書道・絵画作品の展示
【費用】入館料が必要※出展者と同
伴の家族は無料【問い合わせ】同館☎
636-1192

●手づくり村ウインターフェア
【日時】２月６日㈯・７日㈰、９時～17時
【場所】盛岡手づくり村（繫字尾入野）
【内容】清酒やワイン、ジュースの試飲
販売や抽選会、餅つき大会など【問い
合わせ】同手づくり村☎689-2201

●埋蔵文化財調査資料展
【日時】２月６日㈯～５月15日㈰、９時～
17時※入館は16時半まで【場所】遺跡
の学び館（本宮字荒屋）【内容】平成27
年度発掘調査の最新情報を展示【費
用】入館料が必要【担当】同館☎635-
6600

●小笠原哲二展
　ギャラリートーク
【日時】２月6日㈯14時～15時半【場
所】もりおか啄木・賢治青春館（中ノ橋
通一）【内容】盛岡出身の画家・小笠原
哲
て つ

二
じ

について鉄器デザイナーの松坂英
ひ で

孝
た か

さんと画家の村上誠
まこと

さんが語る【費
用】無料。当日、会場へどうぞ【問い合
わせ】同館☎604-8900

●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】同支援センター☎651-
8580

▲

ぴよぴよルーム【期日・場所】
２月９日㈫は高松地区保健センター（上
田字毛無森）、26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

▲

にこにこルーム【期日・場所】
２月12日㈮はアイスアリーナ（本宮五）、
19日㈮は高松地区保健センター【対

象】０～３歳の子と保護者

▲

マタニティ
サロン【期日】２月17日㈬※同支援セン
ターに電話予約が必要【場所】とりょう
保育園（肴町）【対象】初妊婦
■市立保育園の一斉開放（13園）
【日時】２月９日㈫・16日㈫・23日㈫、
９時半～11時【対象】０歳～就学前の子
と保護者や妊婦

●住み就くもりおか
　合同企業説明会
【日時】２月12日㈮13時～17時【場所】
アイーナ（盛岡駅西通一）※２月３日㈬
はマイナビ本社（東京都）、６日㈯はマ
イナビ宮城支社（仙台市）でも開催【内
容】企業担当者が事業内容を説明【対
象】市内に就職を希望する人。当日、会
場へどうぞ【問い合わせ】マイナビ宮城
支社☎0120-017-366

●冬の動物公園臨時開園
【日時】２月1３日㈯・14日㈰、９時半～
15時半【場所】動物公園（新庄字下八
木田）【内容】動物の冬ならではの様子
を観察。その他イベントも盛りだくさん▲

ゾウのフンで紙を作ろう【時間】13
時～14時半【定員】各20人【申し込み】
当日12時50分から動物資料館前で先
着順に受け付け【費用】入園料、駐車場
代とも無料【問い合わせ】同園☎654-
8266

●盛岡市障がい者芸術文化祭
【日時】２月13日㈯・14日㈰、10時～16
時半【場所】ギャラリーおでって（中ノ橋
通一）【内容】障がい者が制作した絵画
や工芸などを展示【担当】障がい福祉
課☎613-8346

●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

●さよならアイスアリーナ
　～最後の一般無料開放～
【日時】２月14日㈰、①９時～②10時

半～③12時～④13時半～⑤15時～の
各１時間※各回毎に完全入れ替え【定
員】各200人。当日、会場で先着順に
受け付け【問い合わせ】同アリーナ☎
658-1212

●キャラホール少年少女合唱団
　コンサート
【日時】２月14日㈰13時半～15時半
【場所】キャラホール（永井24）【内
容】合唱ミュージカル「ピーターパン」
や愛唱歌など【費用】500円。チケット
は同ホールやカワトク、市民文化ホール、
盛岡劇場、姫神ホールで販売中【問い
合わせ】キャラホール☎637-6611

●もりげきライヴ
【日時】２月17日㈬19時～21時【場
所 】盛 岡 劇 場（ 松 尾 町 ）【 出 演 】
u

ア ン ダ ー パ ス

nderpath!、オオザカレンヂk
ケ イ ス ケ

eisuke
【費用】前売り1000円。当日1200円。
小学生以下は無料【問い合わせ】同劇
場☎622-2258

●農政フォーラム
【日時】２月19日㈮14時～16時【場所】
渋民公民館（玉山区渋民）【内容】風力
発電と農業の活性化をテーマに、東北
農政局職員による講演や風力発電を検
討している事業者などがパネルディスカ
ッション【定員】200人【申し込み】２月
３日㈬９時から農政課☎626-7540で
先着順に電話受け付け

●パイプオルガン
　ファミリーコンサート
【日時】２月20日㈯11時～11時50分
【場所】市民文化ホール（盛岡駅西通
二）【内容】同ホールオルガニストの渋
澤久

く

美
み

さんによる親子向けコンサート
【費用】小学生以下500円、一般800
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

●東日本大震災復興支援
　チャリティーコンサート
【日時】２月20日㈯15時～【場所】西
部公民館（南青山町）【内容】「弦楽四
重奏＆ピアノによる宮沢賢治の世界」
と題してピアノやバイオリン、ビオラ、チ
ェロの演奏。会場に東日本大震災復興
支援のための募金箱を設置【費用】無
料。当日、会場へどうぞ【担当】同館☎
643-2288

●フットサル大会
【日時】２月28日㈰８時半～19時【場
所】盛岡体育館（上田三）【対象】高校

◎おとぎのへや
【日時】毎週土曜、14時半～15時
■渋民図書館（玉山区渋民☎683-2167）
◎えほんのへや
【日時】２月17日㈬15時半～16時
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
◎おひざにだっこの会
【日時】２月５日㈮10時半～11時
◎わくわくおはなし会
【日時】２月13日㈯10時半～11時
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
◎ちびっこ広場映画会
【日時】２月６日㈯10時半～11時40分
■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
【日時】２月10日㈬10時半～11時

元釜石市立図書館長の中村公
こ う

一
い ち

さんが
大島高

た か

任
と う

の生涯について講演【定員】
50人【申し込み】２月４日㈭10時から同
館で先着順に電話または直接受け付け
◎かみしばいのへや
【日時】２月11日㈭15時半～16時
◎おはなしころころ
【日時】２月12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２カ月以下の幼児
◎おはなしのじかん
【日時・対象】２月13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
◎科学談話会
【日時】２月19日㈮18時半～20時【内
容】「植物ウイルスの機能を利用した果
樹・花き類の早期開花技術」と題して岩
手大農学部の吉川信

の ぶ

幸
ゆ き

教授が講演
■都南図書館（永井24☎637-3636）
◎おはなしのじかん
【日時】２月10日㈬11時～11時半
◎「岬のマヨイガ」を語る
【日時】２月14日㈰10時半～12時【内
容】作者で児童文学作家の柏葉幸

さ ち

子
こ

さ
んによる講演【定員】40人。当日会場
で先着順に受け付け

相　談

表　子ども科学館の各種イベント
イベント名 内容 日時 定員 費用

ナイト
ミュージアム

①今夜の星空みどころ案内
②夜の実験室
　「冬の星座イルミネーション」
③星を見る会（駐車場）
④スペシャルプラネタリウム　
　「GOODNIGHT GOLDILOCKS」
※②③は17時半から受付でチ
ケットを販売

２/６㈯
①18時～18時20分
②18時～18時半と19
　時半～20時
③18時20分～20時
④18時45分～19時
　15分

①160人
②各回
20人
③なし
④160人

①③無料
②各回800円
④４歳～中学
生200円、一
般500円

ワークショップ
「ホッピングダン
サー」

ビーズが踊っているように飛
び跳ねるおもちゃを作る

２/７㈰・11㈭・14㈰
10時半～12時と14
時～15時半　

各回
30人

各回150円
※展示室入場
料が必要

サイエンスショー
「燃（ねん）ショー」

燃焼と空気の関係を探るた
め、物を燃やす実験

２/７㈰・11㈭・14㈰
13時～13時20分　 なし 無料※展示室

入場料が必要
正しくは「上田一丁目18-50」です

図　書

催　し

お知らせ


