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日 区分 名称 所在地 電話番号

７/17
㈰

内 菜園循環器内科医院 菜園一丁目４-７ 626-3211
加賀野消化器内科・内科クリニック 天神町11-８ 604-1123

外 けやき整形外科クリニック 上田一丁目１-35 656-1677
小 さいとう小児科クリニック 月が丘二丁目２-60 643-7171
歯 小笠原歯科医院 清水町６-28 623-7227

薬
菜園薬局 菜園１-５-25 625-7521
天神町薬局 天神町８-24 681-2441
リープ薬局 上田一丁目１-35 601-3030
よつば薬局 月が丘二丁目２-59 643-2888

7/18
㈪

内 金子胃腸科内科 乙部13-135-３ 696-2012
盛岡さくらクリニック みたけ四丁目36-32 645-3939

外 見前ファミリークリニック 三本柳12-20-１ 632-6300
小 中村こどもクリニック 上厨川字杉原50-47 648-7711
歯 なごみ　矯正・デンタルクリニック 前潟四丁目７-１イオンモール盛岡１階 645-7530

薬
オトベ薬局 乙部13-135-１ 675-1151
オアシス薬局 みたけ四丁目36-33 681-1034
ミルマエ調剤薬局 三本柳12-21-４ 614-0071
ミルキー薬局 上厨川字杉原50-48 646-0369

7/24
㈰

内
川久保病院 津志田26-30-1 635-1305
本間内科医院 上田二丁目20-13 622-5970
秋浜内科クリニック 渋民字駅103 683-2333

外 くわた脳神経外科クリニック 北飯岡一丁目２-68 656-5636
小 杜のこどもクリニック 向中野三丁目10-６ 631-1160
歯 小笠原歯科クリニック 本宮三丁目32-５ 635-3500

薬

オーロラ薬局 南仙北三丁目２-30 635-1233
たくぼく薬局 渋民字駅104 669-5800
本宮センター薬局 北飯岡一丁目２-71 656-5867
リーフ薬局 向中野三丁目10-10 656-5877

7/31
㈰

内 盛岡南病院 津志田13-18-４ 638-2020
かなざわ内科クリニック 上堂一丁目18-24 647-3057

外 池田外科・消化器内科医院 境田町５-18 648-3200
小 小林小児科クリニック 三本柳11-12-４ 638-0404
歯 惣門歯科 南大通三丁目10-11 625-1311

薬
こすもす薬局 三本柳５-37-２ 614-2050
なごみ薬局 上堂一丁目18-26 648-0753
みつや薬局 中屋敷町１-33 648-6060
ワカバ薬局都南店 三本柳11-12-１ 637-6011

もりおか啄木・賢治青春館（中ノ橋通一）
【内容】版画家・阿部陽

よ う

子
こ

さんが制作の
背景などを語る【定員】100人【費用】無料。
当日会場へどうぞ【問】同館☎604-8900
■企画展「盛岡の先人たちの手紙」
【日時】７月23日㈯14時～14時半【場
所】盛岡てがみ館（中ノ橋通一）【内容】
石川啄木や原敬など盛岡生まれの先人
について同館学芸員が解説【費用】入
館料が必要【問】同館☎604-3302
■企画展「花の安政三年組～原敬と同  
   世代の南部人たち～」
【日時】７月30日㈯13時半～14時15分
【場所】原敬記念館（本宮四）【内容】企
画展の見どころなどを担当者が解説【費
用】入館料が必要【問】同館☎636-1192

●企画展「盛岡スポーツ名士録～明
　治期から昭和45年国体まで～」
【日時】７月23日㈯～９月25日㈰、９時
～17時【場所】先人記念館（本宮字蛇屋
敷）【内容】スポーツの発展・普及に尽力
した先人たちを紹介【費用】入館料が必
要【問】同館☎659-3338

●原敬生家公開～ゆかたで生家～
　原敬生家を公開。ゆかた姿で来館し
た先着30人に記念品をプレゼントします。
【日時】７月23日㈯～８月21日㈰、９時～
16時【場所】原敬記念館（本宮四）【費
用】入館料が必要【問】同館☎636-1192

●動物公園へ行こう
　動物公園（新庄字下八木田）で次の
イベントを開催。いずれも入園料が必要
です。【問】同園☎654-8266 ▼マオの
スイカ割り【日時】７月24日㈰13時半～
13時45分【内容】アフリカゾウのマオに
スイカをプレゼント ▼昆虫採集大会【日
時】７月31日㈰・８月７日㈰、11時半～
13時【内容】種類ごとにあらかじめ点数
が付けられた昆虫を制限時間内に採集
し、得点を競う【定員】各50人。芝生広
場で開始30分前から先着順に受け付け

●早起きラジオ体操の会
【日時】７月26日㈫～29日㈮、６時20
分～７時【場所】盛岡城跡公園（内丸）
と県営運動公園（みたけ一）、都南中央
公園（永井24）、松園中央公園（東松
園二）、渋民小（渋民字鶴塚）【費用】
無料。当日会場へどうぞ【問】スポーツ
推進課☎603-8013

●世界のバリアフリー絵本展
【日時】７月26日㈫～31日㈰、９時～
17時【場所】中央公民館（愛宕町）【内
容】国際児童図書評議会（Ｉ

イ ビ ィ

ＢＢＹ）障
害児図書資料センターが世界21カ国か
ら選んだ2015年度のコレクション50作

●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】８月分は８日㈪・29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で先着順に電話受け付け
■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】７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】市民税や固定資産税、
国民健康保険税の納付と相談の受け付
け【問】納税課☎613-8462

●もうひとつの進路合同説明会
【日時】８月６日㈯13時～16時【場所】アイ
ーナ（盛岡駅西通一）【内容】通信制・単
位制や特色のある高校、就労支援機関に
よる個別の進路相談【対象】中学３年生
や高校中退者とその家族、教員など【費
用】無料。当日会場へどうぞ【問】もりおか
若者サポートステーション☎625-8460

●養育費相談会
【日時】８月７日㈰10時～16時【場所】県
司法書士会館（本町通二）【内容】当日
会場で面談または☎623-3355・フリー
ダイヤル0120-823-815で相談【費用】
無料【問】県司法書士会☎622-3372

●競技・盛岡藩のわざくらべ
【日時】７月20日㈬～11月14日㈪、９時
～19時※11月は18時まで【場所】もり
おか歴史文化館（内丸）【内容】希望郷
いわて国体・希望郷いわて大会開催に
合わせ、盛岡藩で行われていたスポーツ
に関する資料を紹介【費用】展示室入
場料が必要【問】同館☎681-2100

●ギャラリートーク
■「阿部陽子展」
【日時】７月22日㈮14時～15時半【場所】

姫神ホール（渋民字鶴塚）【内容】「プー
さんと虎」など３本を上映【費用】無料。
当日会場へどうぞ【問】渋民公民館☎
683-2354

●姫神ホール
　ふれあいコンサート
【日時】８月27日㈯13時半～15時半
【場所】姫神ホール（渋民字鶴塚）【内
容】陸上自衛隊第９音楽隊によるコン
サート【定員】600人【費用】無料。整
理券を同ホールと市民文化ホール、盛
岡劇場、キャラホール、玉山総合事務所、
玉山地域各公民館で配布中【問】姫神
ホール☎683-3526

●歴文館リーディングカフェ
【日時】８月28日㈰14時～15時【場所】
もりおか歴史文化館（内丸）【内容】畑
中美

み

耶
や

子
こ

館長がアルパ演奏に合わせ、
南部家の殿様の手紙を朗読【定員】15
人【費用】1000円【申し込み】７月18日
㈪10時半から同館☎681-2100で先着
順に電話受け付け

●家族介護者リフレッシュ講演会
【日時】８月31日㈬13時～15時【場所】
プラザおでって（中ノ橋通一）【内容】
碧
へ き

祥
しょう

寺
じ

住職の太田宣
せ ん

承
しょう

さんによる講演
「一人十色の介護観」【対象】認知症の
人や要介護１以上の高齢者、重度の障
がい者を自宅で介護している家族【定
員】130人【費用】無料【申し込み】７月
20日㈬10時から市社会福祉協議会☎
651-1000で先着順に電話受け付け

●100キロ歩いてまた海を見よう！
【日時】９月17日㈯～19日㈪【内容】
青少年が盛岡から宮古・浄土ヶ浜まで
の100㌔を３日間かけて歩き抜く旅【対
象】小学５年～高校３年生【定員】65
人【費用】8000円【申し込み】はがき
に住所と名前（ふりがな）、年齢、学校
名・学年、性別、電話番号を記入し、〠
020-0884神明町２-２、盛岡世代にか
ける橋内「100㌔歩いて海を見よう！」
実行委員会へ郵送。８月12日㈮必着。
また、同実行委員会のホームページでも
受け付けます【問】同実行委員会事務
局の三橋さん☎090-1377-9254

●点字ディスプレーの給付
　視覚障がい１級・２級の身体障害者
手帳を持っている人などを対象に点字デ
ィスプレーを給付します。申請方法など
詳しくは、障がい福祉課☎613-8346

へお問い合わせください。【申請期限】
８月31日㈬17時【給付台数】10台※応
募多数の場合は抽選

●し尿のくみ取り依頼はお早めに
　お盆前はし尿のくみ取り依頼が集中し、
希望する日時にくみ取りができない場合
があります。早めに業者へお申し込みくだ
さい。【問】 ▼盛岡地域：廃棄物対策課
☎626-3755 ▼都南地域：紫波、稗貫衛
生処理組合☎672-2017 ▼玉山地域：盛
岡北部行政事務組合☎0195-74-2716

●私立幼稚園の保育料などを減免
　満３歳から５歳までの子を私立幼稚
園（認定こども園を除く）に通わせてい
る保護者の負担軽減のため、入園料と
保育料を減免する制度があります。各私
立幼稚園に申請が必要です。詳しくは、
各私立幼稚園または子育てあんしん課
☎613-8347へお問い合わせください。

●指定管理者申請予定者説明会
　公募により29年度に指定管理者を指
定する表の施設の説明会を開催します。
対象は、指定管理者への申請を予定し
ている団体など。会場など詳しくは、市
公式ホームページをご覧ください。

●コンプライアンス条例実施状況
　市政における公正な職務の執行の
確保に関する条例（コンプライアンス条
例）の27年度の実施状況は、次のとお
りです。 ▼公益通報：０件 ▼不当要求行

為：３件（26年度中の行為２件を含む）
【概要】①事実と異なる内容の電子メ
ールを頻繁に送付したほか、職員の自
宅に文書を投函②脅迫的表現を含み、
事実と異なる内容の文書を頻繁に送付
③窓口や電話で暴言や脅迫的言動を長
期間にわたり行った ▼ 特定要求行為と
して公正職務委員会へ報告があったも
の：２件【問】職員課☎626-7505

●アート展のボランティア募集
　８月22日㈪から９月11日㈰まで開催され
るいわてアートプロジェクト2016「メディア
アート展」の有償ボランティアを募集します。
【対象】市内在住または在学・在勤の18歳
以上（高校生除く）【定員】40人。申し込み
方法など詳しくは、同プロジェクト2016実
行委員会事務局（ＮＰＯ法人岩手未来機
構）☎613-7781へお問い合わせください

●盛岡北部行政事務組合の
　職員募集
【募集人数】初級事務１人【試験日】９月
18日㈰【会場】岩手大（上田三）【応募資
格】昭和61年４月２日以降生まれで高校
卒業以上（平成29年３月末までに卒業
見込みの人を含む）【申込期限】８月10
日㈬。応募方法など詳しくは、同組合☎
0195-74-2716へお問い合わせください

●北方領土に関する標語・キャ
　ッチコピーを募集
  北方領土問題対策協会は、啓発グッ
ズなどに使用する標語やキャッチコピー
を募集します。申し込みは９月30日㈮消
印有効。応募方法など詳しくは、同協
会☎03-5312-1011へ問い合わせるか、
同協会のホームページをご覧ください。

●市の推計人口（６月１日現在）
【人口】29万6822人（男＝14万743人、
女＝15万6079人）【対前月比】63人増
【世帯数】12万9786世帯【問】企画調
整課☎613-8397

■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎えほんのへや
【日時】７月21日㈭15時半～16時【対
象】幼児～小学２年生
◎おはなしのじかん
【日時】７月23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
◎児童文学を読む会
【日時】７月27日㈬10時～12時
【内容】「スプーン王子のぼうけん」
◎かみしばいのへや

品などの展示【費用】無料。当日会場へ
どうぞ【問】同館☎654-5366

●シネマストリートギャラリー
　７月26日㈫から８月23日㈫まで映画
に関する絵画やポスターを映画館通り
に展示します。詳しくは、経済企画課内
「映画の街盛岡」推進事業実行委員会
☎613-8389へ問い合わせるか、市公
式ホームページをご覧ください。
●素敵なまちの映画会
【日時】７月27日㈬13時半～15時【場
所】リリオ（大通一）【内容】「県政ニュー
ス（昭和41年）」「マザーテレサとその世
界」「藩校と寺子屋」【定員】先着70人。
当日13時から受け付け【費用】無料【問】
盛岡大通商店街事務局☎623-7131

●第30回外山節全国大会
【日時】７月31日㈰10時～18時【場所】
姫神ホール（渋民字鶴塚）【費用】無料。
当日会場へどうぞ【問】同大会実行委員
会☎683-2354

●世界の恒久平和に願いを

▼原爆写真パネル展【日時・場所】８月
２日㈫～16日㈫、９時～16時半は中央
公民館（愛宕町）、９時～18時（土・日曜、
祝日は17時まで）は都南図書館（永井
24）と姫神ホール（渋民字鶴塚）【費用】
無料【問】総務課☎626-7513 ▼ 原爆
による無縁死没者遺骨名簿の公開【日
時・場所】８月２日㈫～16日㈫、９時～16
時半は中央公民館。19日㈮以降は市役
所本館５階の地域福祉課【内容】広島の
原爆供養塔と長崎の原爆追悼祈念堂に
遺骨が安置され、親族が不明な人の名
簿を公開【問】地域福祉課☎626-7509

●紙芝居「啄木の歌と生涯」
【日時】８月６日㈯14時～14時半【場所】
石川啄木記念館（渋民字渋民）【内容】
子どもも楽しめ、啄木がよく分かる紙芝
居【費用】無料【問】同館☎683-2315

●キャラホールピアノ開放ＤＡＹ
【日時】８月７日㈰・９日㈫・10日㈬、
10時～21時【場所】キャラホール（永
井24）【内容】２台のピアノ（スタインウ
ェイＤ-274）をホールごと開放【対象】
鍵盤楽器経験者（高校生以下は保護
者同伴）【費用】１時間当たり１人1000
円（同伴の保護者は１人まで無料。連
続利用は２時間まで）【申し込み】７月
28日㈭10時からキャラホール☎637-
6611で電話または直接受け付け

●子ども映画会スペシャル
【日時】８月９日㈫10時～12時【場所】

【日時】７月28日㈭15時半～16時【対
象】幼児～小学２年生
◎夏休みこども映画会
【日時】８月４日㈭10時半～12時【内
容】アニメ３本の上映【対象】幼児～小
学生と保護者
■都南図書館（永井24☎637-3636）
◎夏休み子ども映画会
【日時】７月24日㈰14時～15時【内容】
「アラジンと魔法のランプ」など３本上
映【定員】先着100人
◎だれでもできる自由研究～基礎の基礎
【日時】７月28日㈭～30日㈯、10時～
12時【内容】百科事典の引き方など自
由研究に役に立つ知識の紹介【対象】
小学生
◎紙芝居マラソン
【日時】７月31日㈰10時～15時【内容】
ボランティアによる紙芝居
◎平和図書展
【日時】８月２日㈫～16日㈫（８日㈪・
15日㈪は休館）、９時～18時※土・日曜、
祝日は17時まで【内容】平和に関連す
る図書の展示と貸し出し

もりけんに挑戦（27年度３級問題）➍（正解は10ページに掲載）
「もりおか啄木・賢治青春館」は明治43年に竣工した銀行建築を活用して公開されています。
当時の銀行名は何ですか。①岩手銀行　②盛岡銀行　③第九十銀行　④盛岡貯蓄銀行

　　　　　

　　　　　

◎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（渋民字鶴塚☎683-2167）
◎えほんのへや
【日時】８月６日㈯11時～11時半【対
象】幼児と保護者
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
◎絵本サロン
【日時】８月２日㈫～７日㈰、10時半～15時。
３日㈬と６日㈯は11時からおたのしみ会 
■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
【日時】７月27日㈬10時半～11時【対
象】幼児と保護者
◎夏休み子ども映画会
【日時】７月29日㈮10時～11時20分
【内容】「トムソーヤの冒険」など５本上
映【対象】幼児～小学生と保護者
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
◎ふたばおはなし会
【日時】８月３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

表　指定管理者申請説明会の対象施設
対象施設 担当課

見前南地区公民館
（西見前13）

生涯学習課
☎639-9046

湯沢地域交流活性化セン
ター（湯沢西三）

市民協働推進課
☎626-7500

盛岡タカヤアリーナ
（本宮五）

スポーツ推進課
☎603-8006

東中野運動広場
（東中野字立石）
つなぎスポーツ研修セン
ター（繫字舘市）
つなぎ多目的運動場
（繫字除キ）
余熱利用健康増進センタ
ー（上田字小鳥沢）

クリーンセンター
☎663-7153

先人記念館
（本宮字蛇屋敷） 歴史文化課

☎639-9067原敬記念館（本宮四）
津志田老人福祉センター
（津志田西二）

長寿社会課
☎603-8003

もりおか町家物語館
（鉈屋町）

観光交流課
☎626-7539

土淵児童センター
（上厨川字下川原）

子育てあんしん課
☎613-8347

盛岡駅前自転車駐車場
（盛岡駅前通） 交通政策課

☎626-7519盛岡駅西口自転車等駐車
場（盛岡駅西通一）
サクラパーク姫神
（日戸字姥懐）

産業振興課
☎683-3852

相　談

催　し

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

お知らせ


