◆主な内容◆（平成28年７月15日号）

ゆかたで巡る
盛岡の夏

2016

７月15日号（No.1437）
広報

ゆ

18

桜山周辺（内丸）

７月16日㈯16時～20時

は づき

かたが似合う景色や建物が多い
まち、盛岡。写真のモデルは、
昨年から始まった「ミスゆかたのまち
盛岡コンテスト」で、初代ミスに選ば
れた佐藤葉月さん（盛岡ヘアメイク専
門学校２年）。和柄の浴衣を艶やかに
着こなし、撮影場所のもりおか啄木・
賢治青春館（中ノ橋通一）のレトロな
雰囲気に溶け込んでいました。
「ゆかたのまち盛岡キャンペーン」
は、平成 年から始まり今年で 年
目。今年も７月 日から８月 日まで
開催します。期間中は、キャンペーン
協賛店に浴衣着用で来店すると、割引
などのサービスが受けられます。協賛
店はポスターが目印。また、表のとお
り関連イベントも開催されます。皆さ
んも夏の盛岡のまちへ浴衣で出掛けて
みませんか？ 詳しくは経済企画課内
「ゆかたのまち盛岡」推進事業実行委
員会☎６１３ へ問い合わせ
るか、市公式ホームページをご覧くだ
さい。

日時
場所
７月16日㈯16時～17時半 ホットラインサカナチョウ

７月18日㈪・８月16日㈫ 盛岡競馬場（新庄字八木田）
７月24日㈰16時～17時 ホットラインサカナチョウ
ラザおでって・ななっく
ゆかた着付教室（交流親睦会付き） ７月30日㈯14時半～19時 プ
（いずれも中ノ橋通一）
サマーカクテルパーティー
８月７日㈰15時～17時半 ホテル東日本（大通三）

関連イベント
イベント
ゆかたコンテスト※ミスコンも含む
桜山オープンカフェ
「ゆかたde夢あかり」
ゆかたで競馬観戦デー
ちびっこさんさパレード

表
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国民健康保険

２～３ページ
各種講座情報、市営住宅入居者募集

４～５ページ
健康ガイド

６～７ページ
盛岡さんさ踊り

10ページ
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もりおかの

国民健康保険

国保税の納付を忘れずに～ゆうちょ銀行でも納付できます
市の国民健康保険（国保）に加入してい
る皆さんへ、28年度の「国民健康保険税納
税通知書」を７月上旬に発送しました。また、
８月から使える「国民健康保険被保険者証」
を７月下旬に発送します。

保険証が届いたら確認しましょう～５つのチェックポイント～
【表】※保険証はピンク色です

国保の保険証は、１人１枚の紙製のカード
です。氏名の欄に自分の名前が入っている
か確認しましょう。保険証を台紙に貼った
状態で送りますので、届いたら台紙から剥
がして使ってください。

有効期限は原則、翌年７月31日ですが、
①後期高齢者医療制度へ移行予定②市外に
住所がある学生で卒業予定年度であるー
のいずれかに該当する場合は、その他の日
付になっていることがあります。また、退
職被保険者証を持っていて、翌年７月１日
以前に65歳になる人がいる世帯には、あ
らためて保険証を送ります。

チェック２
住民票上の世帯主が国保に加入していない
場合でも、保険証の世帯主氏名の欄には、
住民票上の世帯主の名前が入ります。加入
者全員分の保険証を世帯主へ送ります。

【裏】

チェック５
裏面の臓器提供意思表示欄の記入は任意で
す。署名する場合は説明をよく読み、ボー
ルペンなど字が消えない筆記具で書いてく
ださい。臓器提供について詳しくは、日本
臓器移植ネットワーク☎0120-78-1069
へお問い合わせください。

高齢受給者証は
保険証と一緒に送ります

その世帯の70～74歳までの国保加入者が、次に該当する①
住民税の課税所得が145万円以上の人がいる②全員の年収の
合計が520万円以上（１人の場合は383万円以上）

昭和19年４月２日以降に生まれた人で、３割に該当しない人

８月１日㈪

第５期

11月30日㈬

９月30日㈮

第７期

来年１月31日㈫

第２期

８月31日㈬

第４期

10月31日㈪

第３期

期限

第６期

第８期

12月26日㈪

来年２月28日㈫

国保税は、「住民票上の世帯主」が他の
健康保険に加入していても、その世帯主に
課税されます。ただし、届け出により、国
保に加入している人を「国保上の世帯主」
に変更することができます。変更するため
には、国保税を完納していることや住民票
上の世帯主の同意があることなどの条件が

国保税の軽減の対象は、前年の所得が基準に満たない世帯です。軽減
を受けるための申請は不要ですが、市・県民税や所得税の申告がされて
いないと、基準に合うかどうかの判断ができません。所得がない場合も、
必ず申告しましょう。【問】賦課係
■失業者などの軽減や減免

■介護保険適用除外施設の入所者へ

雇用保険の特定受給資格者＊または特定
理由離職者＊は、申請により国保税が軽減
される場合があります。また、災害や病気
など特別な理由で国保税の納付が困難な場
合も、国保税が減免されることがあります。
減免は納期限前までに申請することが必要
で、納期限が過ぎた期別は減免できません。

40歳から65歳までの人のうち、法令で
定める介護保険適用除外施設に入所・入院
している人は、国保税の介護納付金分が免
除されます。ただし届出が必要です。

＊雇用保険受給資格者証の裏面にある離職理
由コードが11、12、21、22、23、31、32、
33、34の人

■原子力発電の事故による避難者へ
東日本大震災により、原子力災害対策特
別措置法の規定に基づく避難や、特定避難
勧奨地点からの避難をしている人は、申請
により国保税が減免になる場合があります。

医療費の一部負担金の免除など
医療機関の窓口で支払う一部負担金につ
いて免除や減免、助成などを受けられるこ
とがあります。対象は次のいずれかを満た
している人で、申請が必要です。
【問】給付係

【対象】
①東日本大震災で被災した
②災害や事業の休・廃止により収入が激
減した
③収入や預金が生活保護基準より少ない

問い合わせや届け出、相談は

健康保険課

（市役所別館１階）
きゅう ふ

保険証・医療給付・訪問保健指導……給付係☎613-8436
ふ

か

納税通知書・課税内容…………………賦課係☎613-8437
ちょうしゅう

国保税の納付・相談……………………徴収係☎613-8438
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▲国民健康保険税の
納税通知書

あります。【問】給付係
■困ったときは早めに相談を
事情により納付が困難な場合は、早めに
ご相談ください。窓口相談のほか、電話で
も受け付けます。【問】徴収係
※納期限までに納付しないと、延滞金が加算さ
れるほか、次の措置を受ける場合があります
・通常よりも有効期限が短い「短期被保険者
証」の交付
・滞納処分（財産の差し押さえ）

↓

さらに滞納が続くと、被保険者証に代えて資
格証明書が交付される場合があります。この
場合、医療費の全額を一時的に自己負担する
ことになります

訪問保健指導で
生活習慣病悪化を防止

不明な点は
お問い合わ
せください

３割

２割

医療費が高額になるとき、住民税課税世帯の人には「限度額適
用認定証」、住民税非課税世帯の人には「限度額適用・標準負担
額減額認定証」の申請をお勧めします。これらを医療機関へ提示
すると、支払いが１カ月当たりの自己負担限度額までに抑えられ
ます（同じ病院を受診しても、入院と外来の自己負担額はそれぞ
れで計算されます）。また、住民税非課税世帯の場合、入院時の
食事代も減額されます。保険証と印鑑を持参し、健康保険課給付
係か都南総合支所税務福祉係、玉山総合事務所健康福祉課で手続
きをしてください。すでに認定証を持っている人で、８月以降も
認定証が必要なときは、８月１日以降に手続きすると、その月の
１日から有効な認定証をお渡しします。【問】給付係

限度額適用認定証（黄色）

昭和19年４月１日以前に生まれた人で、３割に該当しない人

医療費が高額になるときは
申請を

負担額が
医療費の自己
！
れます
抑えら

対象

１割

国民健康保険高齢受給者証（水色）

自己負担割合
割合

第１期

納期

■課税される世帯主を変更できます

国保税の軽減・減免制度があります

社会保険など、他の健康保険に変わったの
に保険証が届いた場合は、国保から抜ける
手続きがされていないからかもしれません。
健康保険課給付係か都南総合支所税務福祉
係、玉山総合事務所健康福祉課、各支所へ
届け出をしてください。

70歳から74歳までの人に、８月１日から使える「国
民健康保険高齢受給者証」を保険証と一緒に送ります。
高齢受給者証の対象は、後期高齢者医療制度に加入して
いない人で①すでに高齢受給者証を
▲
持っている②今年の７月２日から８
月１日までに70歳になる―のいず
れかに該当する人です。
高齢受給者証は自己負担割合を示
す証明書です。医療機関を受診する
ときは、保険証と一緒に提示してく
ださい。【問】給付係

表 28年度の納期限
納期
期限

国保税の納付には、便利で確実な口座振
替がお勧め。納税通知書につづり込まれて
いる口座振替依頼書と通帳、金融機関の届
け出印を持参して、金融機関の窓口でお申
し込みください。また、市役所窓口では本人
のキャッシュカードで口座振替の申し込みを
するペイジー口座振替サービスも利用でき
ます。納税義務者本人がキャッシュカードを
持参してお申し込みください。【問】徴収係

まずは
確認しよう！

チェック3

表

チェック４

■便利で確実な口座振替

市は、国保加入者のさらなる健康の保
持増進と疾病予防、医療費の適正化を目
指し、「盛岡市国民健康保険の保険事業
実施計画」を策定。特にも生活習慣病の
人の合併症や、運動機能低下による寝た
きり、要介護になることを予防するため、
訪問保健指導を実施しています。生活習
慣を振り返り、疾患の重症化や合併症を
予防しましょう。
【内容】対象者の自宅を保健師が訪問し
て、健康状態の相談に応じるほか、その
人に合った食事や運動を指導します
【対象】国保加入者で、次のような人に
連絡します。①１カ月に何度も医療機関
を受診している②同じ診療科で複数の病
院に通っている③健診で生活習慣病にな
る危険度が高いと診断された④整骨院や
接骨院で長期の施術を受けている
【問】給付係

入院時の食事代が
変更になりました

▶

チェック１

４月から、従来の金融機関、コンビニに
加えてゆうちょ銀行（東北６県内に限る）
でも国保税が納付できるようになりました。
納税通知書が届いたら、表の期限までに納
税通知書を持参し、納めてください。なお、
国保加入者全員が65歳から74歳までの世帯
で①世帯主が年額18万円以上の年金を受給
②世帯主の介護保険料と国保税の合計額が
年金受給額の２分の１以下―の全てに該
当する場合、国保税は世帯主の年金から６
回に分けて天引きします。新たに年金から
天引きになる世帯主には、事前に通知しま
す。【問】賦課係

28年４月１日から、住民税課税世帯
の入院時の食事代は、１食当たり360円
（変更前は260円）になりました。ただ
し、27年４月１日以前から継続して精
神病床に入院している人や、指定難病患
者、小児慢性特定疾病児童は、260円の
ままです。【問】給付係
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各種講座情報
TELE 電話で申し込む講座
TEL
PHO 講座を主催する各施設・担当課へ電話でお申し込みくだ
NE
E
さい。表中の申込開始日から先着順に受け付けます。
内容
定員
申込
講座名・主催・連絡先
日時・回数・会場
（受講料・費用） （※対象） 開始
７/25㈪～27㈬
夏休み器械体操教室
体操の基本技術を 各15人
７/18
全３回、①９時半
盛岡体育館（上田三）
身に付ける
※①年中②年 ㈪
～10時半②10時
☎652-8855
（各4500円）
長
９時
45分～11時45分
①ユニット折り紙 ①10人
①７/27㈬
10時～11時半 を楽しむ②将棋対 ②10人
夏休み学びっ子クラブ
７/18
戦にチャレンジ③ ③20人
②７/27㈬
中央公民館（愛宕町）
㈪
13時半～15時 四十四田ダムの見 ※①②は小学
☎654-5366
10時
③７/29㈮９時20 学（無料。③は保 生③は小学生
険料別途）
分～12時 バス
と保護者
フォトショップで写真加工 ７/27㈬・28㈭
フォトショップで
７/20
西部公民館（南青山町）
全２回
写真の補正と加工 16人
㈬
☎643-2288
10時～16時
（4814円）
10時
ゆらっくす
椅子やマットに座
５人
７/20
みちのくコカ・コーラボトリ ７/27㈬
っての骨盤体操と
※50歳以上 ㈬
ングリンク（本宮五）
10時半～11時半 ピラティス
の女性
11時
☎601-5001
（500円）
脳活笑いヨガ
笑いの要素とヨガ
７/20
心も体も脳もスッキリ
７/29㈮
の呼吸法を合わせ 30人
㈬
都南老人福祉センター
10時～11時
た健康講座
※60歳以上
10時
（湯沢１）☎638-1122
（無料）
７/30㈯14時半～ 浴衣の涼やかな着
男性15人
16時半、プラザお こなし方などを学
７/19
ゆかた着付教室
女性15人
でって※交流会17 ぶ
㈫
経済企画課
※浴衣を持参
時～、Nanak（い （無料。交流会は
９時
☎613-8389
できる人
ずれも中ノ橋通一） 2000円）
７/18
やぶ川で遊ぼう！
８/４㈭８時～15時 川遊びやクラフト
20人
㈪
渋民公民館（渋民字鶴塚） 外山森林公園（薮川 体験などを楽しむ
※小学生
字大の平）ほか バス （330円）
９時
☎683-2354
エクセル・関数入門
エクセルの初歩的 ４人
７/19
８/４㈭
起業応援ルーム芽でるネット
な関数について学 ※起業や就労 ㈫
10時～12時
（中ノ橋通一）☎624-3583
ぶ（無料）
を目指す女性 10時
パスやシュートな なし
８月水球教室
日曜は13時～15
どを試合形式で練 ※50㍍をクロ ７/21
①月４回コース②月８回コース
時、木曜は18時半
習（①3240円② ールで完泳で ㈭
③月12回コース④フリーコース
～20時半、土曜は
市立総合プール（本宮五）
5400円③7020 きる小学～高 10時
16時半～ 19時
☎634-0450
円④8100円）
校生
わくわく科学講座
砂糖を使っての実 20人
７/23
８/５㈮
西部公民館（南青山町）
験や綿あめ作り ※小学４年～ ㈯
10時～15時
☎643-2288
（400円）
６年生
10時
めざせ国体！ボウリング教室 ８/６㈯10時～12 プロのボウリング 50人
７/19
国体推進局競技運営課
時、盛岡スターレ 選手から投げ方な ※小学４年～ ㈫
☎603-8026
ーン（中野一）
どを学ぶ（無料） 高校生
９時
生家で寺子屋 手習い編
原敬生家で原敬に
７/18
８/６㈯
10人
原敬記念館（本宮四）
まつわる字句の習
㈪
10時～11時
※小学生
☎636-1192
字をする（無料）
10時
くらしに役立つアロマの話
アロマオイルでハ
７/19
８/６㈯
サンライフ盛岡（仙北二）
ンドクリームなど 20人
㈫
13時半～15時半
☎635-9600
を作る（2500円）
14時
８/９㈫10時～12 エネルギーについ
夏休み子どもエネルギー教室
20人
７/19
時、高松地区保健 て学び、ソーラー
～ソーラーカーを作ろう～
※小学生と保 ㈫
センター（上田字 カーを作る
環境企画課☎626-3754
護者
９時
毛無森）
（１人28円）
８/２㈫
８/９㈫・10㈬、全 インターネットと
16人
じっくり学ぶパソコン教室
10時
２回、10時～16時 メール（4400円）
西部公民館（南青山町）
８/17㈬～19㈮、全 エクセルの使いこ
８/10㈬
☎643-2288
16人
10時
３回、13時～16時 なし方（4400円）
考えてみませんか？
まちづくりの課題
７/20
空き家の相続と活用
８/10㈬
である空き家の有
30人
㈬
上田公民館（上田四）
10時～12時
効活用などについ
10時
☎654-2333
て学ぶ（無料）
工作体験 七宝焼でオリジナ
地域のサークル会
20人
７/19
ルアクセサリーをつくろう！ ８/10㈬
員を講師に、七宝
※小学３年～ ㈫
河南公民館（松尾町）
13時～16時
焼に挑戦する
６年生
10時
☎622-2258
（1000円）
やさしい心理学
怒りの感情をコン
７/20
～怒りの感情に向き合う～ ８/20㈯
トロールする方法
20人
㈬
サンライフ盛岡（仙北二） 13時半～15時半 を学ぶ
14時
☎635-9600
（1000円）
ピラティス教室
８/22～10/３
姿勢の改善や体の 各20人
７/20
①朝コース②夜コース
月曜、全６回
ゆがみを補正する ※①高校生を
㈬
盛岡体育館（上田三）
①10時～11時
初心者エクササイ 除く18歳以上
９時
☎652-8855
②19時～20時
ズ（各4320円） ②16歳以上
すわってエクササイズ教室 ８/22～11/14
椅子に座ってのス
７/20
盛岡体育館（上田三）
月曜、全10回
トレッチなど
25人
㈬
☎652-8855
13時～14時
（7200円）
９時
秋のバドミントン教室
８/23～11/29
バドミントンの基 30人
７/20
盛岡体育館（上田三）
火曜、全10回
本を学び試合をす ※高校生を除 ㈬
☎652-8855
19時～21時
る（8100円）
く18歳以上
10時
国際理解講座
同国の文化や言語
８/24㈬・31㈬
８/５
パラグアイ共和国編
について学び、郷
20人
㈮
全２回
西部公民館（南青山町）
土料理作りに挑戦
10時～12時
10時
☎643-2288
（1500円）

☞

※電話で申し込みの講座は右上に続きます

4［広報もりおか 28.７.15］

皆さんの暮らしに役立つ講座の募集情報をお知らせするページです。詳しい内
容は市公式ホームページhttp://www.city.morioka.iwate.jp/をご覧くださ
い。また本号掲載以外の講座も掲載していますので、併せてご覧ください。
託児 ：託児がある講座。詳しくは各主催者へお問い合わせください
バス ：会場までバスで移動する講座

講座名・主催・連絡先

日時・回数・会場

はじめてのパソコン教室
西部公民館（南青山町）
☎643-2288
釜石市、震災と復興
乙部地区公民館（乙部６）
☎696-2081
シリーズ講座「戦火とスポー
ツ 幻の東京五輪」
先人記念館（本宮字蛇屋敷）
☎659-3338

８/24㈬～26㈮
全３回
10時～15時
８/26㈮８時半～17
時半、鉄の歴史館な
ど釜石市内 バス
８/27㈯
13時半～15時

８/28㈰
外来生物の駆除と生物多様性
10時～12時
について学ぼう！
エコアス広場
環境企画課☎626-3754
（上田字上堤頭）
お店の魅力を画像を使って発
信
８/28㈰
起業応援ルーム芽でるネット 10時～12時半
（中ノ橋通一）☎624-3583
こんにちはママさん講座
９/１㈭・８㈭
「あんあんコース」
全２回、９時50分
とりょう保育園子育て支援セ ～11時半
ンター（肴町）
西部公民館（南青
☎651-8580・624-4103 山町）
オペラ鑑賞講座
９/２㈮・９㈮・
Viva!オペラ13
21㈬・10/６㈭・
キャラホール（永井24）
14㈮、全５回
☎637-6611
19時～20時半
体にやさしい料理教室
渋民公民館（渋民字鶴塚）
☎683-2354

学芸員講座「スポーツと盛岡
の先人たち」
先人記念館（本宮字蛇屋敷）
☎659-3338
女性防災リーダー養成講座 災
害が起きた時、私ができること
もりおか女性センター
（中ノ橋通一）☎604-3303

９/３㈯
10時～13時
９/３㈯
13時半～14時半
９/９～30
金曜、全４回
10時半～15時半

内容
定員
（受講料・費用） （※対象）
文書作成やインター
16人
ネット、メールなど
※初心者
基本操作（4080円）
被災地域で現地ガ 27人
イドから体験談を ※高校生を除
聞く（2246円） く18歳以上
杉村陽太郎をはじ
め、五輪や国体に
50人
関わった先人につ
いて紹介（無料）
外来生物駆除の実
習を通じ生物多様
20人
性について学ぶ
（28円）
情報発信に欠かせ 12人※起業し
ない写真撮影のコ たい、または
ツを学ぶ
起業した女性
託児
（500円）
育児・離乳食のア 25組
ドバイスや看護師 ※28年１/１
の講話、母親同士 ～28年３/31
の交流など
生まれの子と
（100円）
保護者
「魔笛」を中心に
オペラの魅力に触 80人
れる
※高校生以上
（2000円）
旬の食材でヘルシ
ーな料理を作って 20人
会食する
※18歳以上
（1030円）
スポーツの分野で
活躍した盛岡の先
50人
人について、学芸
員が紹介（無料）
女性ならではの視
点 か ら 地 域 の 防 15人
災・減災について ※女性
学ぶ（無料）
託児

申込
開始
８/17
㈬
10時
７/20
㈬
９時
８/13
㈯
９時
７/19
㈫
10時
７/19
㈫
10時
７/29
㈮
10時
８/４
㈭
10時
８/７
㈰
９時
８/13
㈯
９時
７/20
㈬
10時

直接会場で受け付ける講座

中央通勤労青少年ホームの体験講座（電話で申し込む講座）
【主催・会場】中央通勤労青少年ホーム（中央通三）☎623-2701
【対象】35歳未満の勤労者（求職中含む）【登録料】800円【申込開始】７/19㈫12時
講座名
期間・曜日・回数
定員
費用など
８/18～９/８、木曜
ヨーガで心も体もリラックス
15人
全４回
８/18㈭・25㈭
材料代1800円
ちゃんこ入門 夏場所
10人
全２回
エプロンと三角巾持参
【対象】首の据わった生後３
８/20㈯
10組
ベビーマッサージ
13時半～15時半
カ月～12カ月の子と保護者
８/21㈰
材料代ほか1500円【会場】
みんなでＤＩＹ！
12人
アースバックの土壁塗り体験 10時～16時
ピネムの森（八幡平市）
心と行動を快適にする心理学 ８/22～10/３、月曜
12人 テキスト代1700円
～交流分析～
全６回
マーブルアート 夏の涼やか ８/23㈫・30㈫
材料代2500円
10人
リースづくり
全２回
白いタオルが必要
バレエエクササイズで美しい ８/31～９/14、水曜
【対象】女性
15人
姿勢づくり！
全３回
靴下持参

往復はがきで申し込む講座

往復はがきに①住所②名前③年齢④性別⑤電話番号⑥講座
名を記入し、表の申込期限必着で、主催する各施設・担当課
の各講座の係へ郵送してください。定員を超えた場合は抽選。
講座名
（住所・主催・連絡先）

日時・回数・会場

POST
OST
CARD

内容
定員
（受講料・費用） （※対象）

①８/３㈬９時～16
①ＳＬ乗車体験や
ワクワク探検隊（＊１）
時、宮沢 賢 治記
記念館見学など 20人
①ＳＬ銀河に乗って宮澤賢治
念 館（ 花 巻 市 ）
（1050円程度） ※①小学生
の世界にふれよう！
ほか バス
②カヌー体験やダ ②小学５年～
②御所湖探検カヌーの旅
②８/５㈮８時半～
ム施設見学など ６年生
〠020-0066上田四丁目１-１
16時、御所湖（繫
（350円程度）
上田公民館☎654-2333
字除キ）バス
ピンホールカメラ体験講座
カメラ作りから撮
８/７㈰
〠020-0013愛宕町14-１
影・現像まで体験 20人
10時～15時
中央公民館☎654-5366
（500円）
森に親しむ遊びや 30人※小学生
Ｗａの日～森あそび～
８/８㈪
森の素材を活用し と保護者（参
〠020-0884神明町１-24
９時半～15時
たクラフト作りな 加者の名前と
「工房夢繭・花」内、ハート
外山森林公園（薮
ど（１人1000円 バス利用の有
フルワークいわて
川字大の平） バス
※昼食代含む） 無も記入）
☎623-6509
①８/18～９/29
各17組
木曜、10時～11時
※次の期間生
リズム体操とボー
②８/22～10/３
すくすくキッズ体操教室
まれの子と保
ル遊び、跳び箱・
月曜、14時半～
①コアラ組
護者各１人
マット・平均台・
16時
②パンダ組
①④
鉄棒を使った運動
③８/26～９/30
③きりん組
24年４/２～
（１組①④3840
金曜、14時半～
④うさぎ組
26年１/31
円②③5460円）
〠020-0066上田三丁目17-60 16時
② 23 年４/２
※兄弟姉妹の同伴
盛岡体育館☎652-8855
～ 2 5 年４/１
④８/30～10/18
の有無も記入
火曜、10時～11時
③ 2 2 年４/２
各全６回
～24年４/１

申込
期限

①
７/23
㈯
②
７/27
㈬
７/28
㈭
７/31
㈰

７/28
㈭

講座名
内容
定員
日時・回数・会場
（住所・主催・連絡先）
（受講料・費用） （※対象）
同小説を題材に、
文学鑑賞講座 「坂の上の雲」
８/19㈮・26㈮・
明治時代の国家と
を読む～司馬遼太郎の描く明治
９/２㈮、全３回
30人
〠020-0066上田四丁目１-１
青春群像に迫る
10時～12時
上田公民館☎654-2333
（500円）
自然散策や登山、
区界土遊塾（＊２）
40人
屋台巡り形式の昼
〠028-2631宮古市区界２-111 ８/20㈯
※小・中学生
区界高原少年自然の家
９時～14時15分 食など
と保護者
☎0193-77-2048
（１人1200円）
「雑書」に基づき、
盛岡藩雑書の世界
細井計さんが盛岡
〠020-0023内丸１-50
８/21㈰
50人
もりおか歴史文化館
13時半～15時半 藩の歴史を紹介
（無料）
☎681-2100
８/22～10/３（９ 英語通訳や英語力
英語通訳講座
20人
/19除く）、月曜
のレベルアップを
〠020-8530内丸12-２
※日常英会話
全６回、18時半～ 目指す実践的レッ
盛岡国際交流協会
ができるレベ
20時、プラザおで スン
☎626-7524
ル以上の人
って（中ノ橋通一） （3000円）
スマホの安全・安
シニア向け これからはじめる
心で基礎的な使い 20人
方のスマートフォン入門講座 ８/24㈬
〠020-0834永井24-10-１ 13時半～15時半 方を学ぶ
※60歳以上
都南公民館☎637-6611
（無料）
悪質商法に負けない！
最新の悪質商法の
20人
消費者講座
８/24㈬
手口や、被害に遭
※おおむね50
〠020-0873松尾町３-１
13時半～15時
ったときの対処法
歳以上
河南公民館☎622-2258
を学ぶ（無料）
古典文学入門講座
８/26～９/23
「新古今和歌集」
〠020-0834永井24-10-１ 金曜、全５回
を読み解く
40人
都南公民館☎637-6611
９時半～11時半 （1000円）
河南のよる活！健康づくり講座 ８/26㈮・９/２㈮・ 体の機能を学び、
健康維持に生かせ 15人
～体を動かしてリフレッシュ！ ９㈮
〠020-0873松尾町３-１
全３回
る知識を身に付け ※18歳以上
河南公民館☎622-2258
19時～20時半
実践（650円）
親子体験教室～親子で乗馬に ９/３㈯
乗馬や餌やりなど 15組
チャレンジ～（＊１）
９時半～12時
を体験
※小学生と保
〠020-0066上田四丁目１-１ 岩手大馬場（上田
（１人150円程度） 護者
上田公民館☎654-2333
三）
環境講座・秋「今日からはじ
郷土の自然の魅力
９/４㈰
20人
めるエコウオーク宣言！」
を再発見し、環境
９時～15時半
（生年月日も
〠020-0873松尾町３-１
保全への意識を高
北山散策路
記入）
河南公民館☎622-2258
める（100円）
９/29～11/10の
50人
隔週木曜、19時～ ひきこもりなど困
※子どもや若
もりおかユース塾2016
20時半はプラザお 難を抱える子ども
者に関わる仕
〠020-0878肴町２-29
でって（中ノ橋通 や若者を社会全体
事または活動
男女共同参画青少年課
一）。11/26㈯13 で支える仕組みに
をしている人
☎626-7525
時半～15時半はキ ついて学ぶ
（所属団体も
ャラホール（永井 （無料）
記入）
24）、全５回
＊１の講座は、学校名・学年、保護者名も記入
＊２の区界土遊塾は、交通手段と食べ物アレルギーの有無も記入

申込
期限
８/９
㈫
８/５
㈮
７/31
㈰

７/29
㈮

８/16
㈫
８/18
㈭
８/16
㈫
８/18
㈭
８/24
㈬
８/23
㈫

８/５
㈮

講座がある当日、直接会場で受け付けます。

内容
（受講料・費用）
夏休み工作教室
木工や繭細工、とんぼ玉、マーブ
７/16㈯～８/21㈰
盛岡手づくり村
ルアートなど８種類の工作教室
９時～16時
（繫字尾入野）☎689-2201
（800～3000円）
じっくり学ぶパソコン教室
パソコン・タブレットに関する全
７/26㈫10時～15時
西部公民館（南青山町）
般的な相談会
に随時
☎643-2288
（500円）
認知症の症状や対応の仕方につい
認知症サポーター養成講座
７/26㈫14時～15時半
て学ぶ。受講後、オレンジリング
長寿社会課
キャラホール（永井24）
を配布（無料）
☎613-8144
もりおか老人大学本校講座
７/27㈬
航空自衛隊北部航空音楽隊による
（公開講座）
14時～15時半
コンサート
市民文化ホール（盛岡
長寿社会課内、同大事務局
（無料）
駅西通二）
☎603-8003
岩手の伝統・文化講座
盛岡の伝統行事、舟っこ流しと盛
舟っこ流し～盛岡山車
７/30㈯10時～12時 岡秋まつり山車について学ぶ
西部公民館（南青山町）
（無料）
☎643-2288
夏休み！古代体験ひろば
７/30㈯～８/７㈰
火おこし体験（無料）、土玉彩色・古
遺跡の学び館（本宮字荒屋） 10時～11時半と13時 代風ストラップ（各100円）、勾玉作
☎635-6600
～14時半に随時
り（300円）※いずれも入館料別途
夏休み自由研究
縄文文化をテーマにした自由研究に
７/30㈯～８/１㈪
わくわく縄文時代
職員がアドバイス。縄文の土器や暮
10時～11時半と13時
遺跡の学び館（本宮字荒屋）
らしなどの自由研究が可能（入館料
～15時に随時
☎635-6600
が必要）【対象】小学生以上
生家で寺子屋
８/６㈯
①「もりおかの伝説」
「原敬の生涯」
①手作り紙芝居
①11時５分～11時50 の読み聞かせ。盛岡駄菓子付き
②自由研究サポート
分と13時５分～13 ②原敬をテーマにした小・中学生
原敬記念館（本宮四）
時50分
の自由研究をサポート
☎636-1192
②14時～16時
（無料）
曲がり屋で昔話
８/９㈫10時半～11時
方言による昔話を親子で聞く
中央公民館太田分館
15分、太田民俗資料
（無料）
（中太田深持）☎658-1330 館（中太田深持）
講座名・主催・連絡先

日時・回数・会場

市営住宅の
入居者を募集
市は、表のとおり市営住宅の入居者を募集します。
【入居可能日】９月１日㈭
【入居資格】次の全てに該当する人①住宅に困ってい
る②世帯の収入月額が法定の基準内である③住民税を
滞納していない④本人も同居する人も暴力団員でない
※入居には、家賃３カ月分の敷金と連帯保証人が必要
【申し込み】７月21日㈭～27日㈬（土・日曜を除
く）の９時～17時、市営住宅指定管理センター（中
ノ橋通一、106ビル９階）で受け付け。本人か同居の
家族が手続きしてください。申込用紙は、同センター
と市役所別館８階の建築住宅課、同本館１階の窓口案
内所、各支所・出張所に備え付けます。応募多数の場
合は抽選
【問】同センター☎622-7030
盛岡駅西通アパート
（盛岡駅西通一）は
随時募集しています！

表

入居者を募集する市営住宅

応募できる世帯
階数・戸数
家賃
間取り
高・障 単身 一般
○
１階・１戸
１万1500円～２万2600円
6・4.5・3・DK
谷地頭アパート（厨川五）
○
３階・１戸
１万1300円～２万2200円
○
３階・１戸
１万4600円～２万8600円 6・6・3・DK
○
２階・１戸
１万7900円～３万5100円
前九年アパート（前九年三）
6・6・4.5・DK
○ ○
４階・１戸
１万7600円～３万4500円
○
１階・１戸
１万8800円～３万6900円
北厨川アパート（厨川二）
○
３階・１戸
１万8700円～３万6800円 6・6・4.5・DK
○ ○
５階・１戸
１万7900円～３万5200円
青山一丁目アパート（青山一）
○
１階・１戸
２万4400円～４万7900円 8・6・DK
※１ 車いす常用
１階・１戸
２万5400円～４万9800円 7・5・DK
青山三丁目アパート（青山三） 中学生以下の子が １～４階（エレベー
２万9300円～５万7600円 6・6・6・DK
２人以上いる世帯 ター付き）・５戸
○
４階・１戸
２万3400円～４万6000円
青山西アパート（青山三）
8・6・5・DK
○
４階・１戸
２万5500円～５万 100円
川目アパート（東山一）
○
１階・１戸
１万5000円～２万9400円 6・6・3・DK
○
２階・１戸
２万2300円～４万3800円
仙北西アパート（西仙北一）
○
３階・１戸
２万1700円～４万2600円 8・6・5・DK
○
５階・１戸
２万1600円～４万2500円
※２ 高齢者世話 ２階（エレベーター
月が丘アパート（月が丘三）
１万8900円～３万7100円 9.5・DK
付き
付き）・１戸
○
２階・１戸
２万7000円～５万3000円
見前アパート（東見前）
8・6・6・DK
○
３階・１戸
２万6100円～５万1300円
柿の木アパート（西見前）
○
２階・１戸
２万3600円～４万6300円 8・6・5・DK
法領田アパート（乙部）
○
１階・１戸
２万 300円～３万9800円 6・6・6・DK
住宅名（所在地）

＜応募できる世帯について＞
高：60歳以上の人がいる世帯（単身者含む）
障：身体障害者手帳４級以上の障がいのある人がいる
世帯（単身者含む）
単身：高・障に該当せず、同居者がいない人
一般：高・障に該当しない世帯

※１：下肢または体幹が２級以上の身体障害者手帳を
持ち、車いすを常用する人がいる世帯
※２：高齢者世話付住宅のため、次のいずれかに該当
する世帯が対象です。安否確認の必要な60歳以
上の①単身世帯②その配偶者との２人世帯③そ
の親族（60歳以上）との２人世帯
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盛岡市保健所の

健 康ガイド

このページに関する問い合わせやご意見、ご感想は下記へどうぞ。
■市保健所企画総務課 〠020-0884神明町３-29、☎603-8301
電子メール kikakusoumu@city.morioka.iwate.jp

健 康のために受けましょう

は検診を受けましょう。詳しくは、
■麻しん風しん第２期予防接種
保健予防課☎603-8308へどうぞ。
平成22年４月２日～23年４月
■結核レントゲン集団検診
■巡回車による胃がん集団検診の
１日生まれの子を対象に、麻しん
申し込みは電話にて♪
７月26日㈫から８月30日㈫ま
風しんの第２期予防接種を実施し
での結核レントゲン集団検診の日
８月１日㈪から10月30日㈰ま
ています。接種期間は来年３月
程は表のとおりです。対象は昭
で、市内公共施設で巡回車による
31日㈮まで。早めの接種をお勧
和27年４月１日以前生まれの人。 胃がん集団検診を実施します。日
めします。詳しくは、保健予防課
６月に送付した受診券（成人検診
程など詳しくは、広報もりおか６
☎603-8307へどうぞ。
受診券と同一）に必要事項を記入
月15日号に折り込みの検診だよ
しく一緒に学びましょう
し、都合が良い会場へお越しくだ
りをご覧ください。日曜日も２日
さい。肺がん検診を受診する人は
間実施します。この機会にぜひ検
■離乳食教室
受ける必要はありません。結核は
診を受けましょう。
高齢者に多い病気です。症状が現
【申し込み】健康推進課☎603離乳食についての講話や試食を
れにくい場合があるので、年１回
8306で電話受け付け
行い、初めての離乳食の不安を解

楽

表

結核レントゲン集団検診の日程

期日

７/26
㈫

８/８
㈪

８/９
㈫

８/10
㈬

８/12
㈮

８/17
㈬

広

告
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８/18
㈭

８/19
㈮

８/23
㈫

８/24
㈬

８/25
㈭

８/26
㈮

８/29
㈪

８/30
㈫

リ

食育レッスン♪

【対象】市に住民登録があり、お

場所
青山地区活動センター（青山三）
盛岡体育館（上田三）
薬王堂盛岡緑が丘店（緑が丘三）
緑が丘地区活動センター（黒石野二）
マルイチマーケットプレイス緑が丘店（緑が丘四）
ジョイス緑が丘店（緑が丘二）
高松児童センター（上田字宇登坂長根）
業務スーパー館向店（館向町）
つつじが丘幼児公園（つつじが丘）
東安庭公民館（東安庭三）
ジョイス東安庭店（東安庭一）
中野小学校（中野ニ）
ユニバース中野店（中野一）
川目児童センター（東山一）
沢田公民館（東中野字片岡）
高松の池入口広場（高松一）
高松老人憩いの家（高松三）
緑が丘公民館（緑が丘三）
松園地区活動センター（西松園二）
ユニバースサンタウン松園店（北松園二）
大慈寺児童センター（茶畑二）
住吉神社（住吉町）
岩手大学教育学部付属中学校（加賀野三）
山岸老人憩いの家（山岸六）
いわて生協ベルフ山岸（山岸二）
マイヤ青山店（青山一）
県青少年会館（みたけ三）
屋内ゲートボール場（前九年三）
城西児童センター（中屋敷町）
稲荷神社（稲荷町）
コープ介護・福祉センターあい（北天昌寺町）
本宮小学校（本宮二）
仁王小学校（本町通二）
ザ・ダイソー盛岡梨木店（梨木町）
下太田老人福祉センター（下太田榊）
ユニバース中野店（中野一）
Ａコープ湯沢店（湯沢東一）
津志田小学校（津志田中央一）
ジョイス見前店（西見前14）
都南図書館（永井24）
いわて生協ベルフ仙北（仙北三）
盛岡八幡宮駐車場（八幡町）

時間
９：30～10：30
11：00～11：30
13：00～13：50
14：10～14：40
15：00～15：30
９：30～10：20
10：50～11：20
13：00～13：30
14：00～14：30
９：30～9：50
10：10～10：40
11：10～11：30
13：00～13：40
14：00～14：20
14：40～15：00
９：30～10：10
10：30～11：00
11：20～11：50
13：20～13：50
14：20～15：10
９：30～10：00
10：20～10：50
11：10～11：40
13：00～13：30
14：00～15：00
９：30～10：30
11：00～11：30
13：00～13：20
13：40～14：00
14：20～14：40
15：00～15：20
９：15～９：35
10：00～10：20
10：40～11：00
13：30～13：50
14：20～14：40
９：30～９：50
10：20～10：40
11：00～11：20
13：10～13：40
14：00～14：20
14：40～15：00

■小児慢性特定疾病の医療費助成

■自死で家族を亡くしたあなたに
伝えたいこと

け付け。申込用紙は同センターホ
ームページからダウンロードでき
ます。７月29日㈮17時締め切り

家族を自死で亡くし、深い悲し
■こころの健康無料公開講座
みを抱える遺族へのケアについて
【日時】８月20日㈯14時～16時
小児慢性特定疾病の医療費助成
学ぶ公開講座と、遺族を対象にし
【場所】アイーナ
を受けている人は、年に一度の更
た交流会を開催します。費用はい
（盛岡駅西通一）
新手続きが必要です。対象者には
ずれも無料です。
【内容】岩手医科大神経精神科学
６月中旬に案内を送付しています。 【日時・内容】８月６日㈯
講座の鈴木満さんによる「個人が
必要書類を確認の上、市保健所２
▶公開講座：13時～14時40分、
※１歳以上の託児あり（先着10人）
育つ企業が育つ！」と題した講演
階の健康推進課で手続きしてくだ
精神科医の黒澤美枝さんによる講
と、産業カウンセラーによる企業
さい。８月10日㈬17時半締め切
演や県内の取り組みの紹介など
■パパママ教室～日曜コース～
個別相談会
り。なお、案内が届いていない人
▶遺族交流会：14時55分～16時
【定員】150人
は同課☎603-8304へお問い合わ
妊娠中の健康管理や、赤ちゃん
半、自死遺族交流会「りんどうの
【申し込み】相談会のみ日本産業
のお風呂の入れ方などを学びます。 せください。
会」のスタッフとの交流・相談など
カウンセラー協会（jica-iwate@
夫婦での参加をお勧めします。
【場所】リリオ（大通一）
■県立中央病院健康講座
lion.ocn.ne.jp）
【対象】市に住民登録があり、12
【定員】公開講座は100人
へメールで申し
【日時】７月24日㈰14時～16時半
月に初めて出産する人
【申し込み】県精神保健福祉セン
込み。８月17日
【場所】プラザおでって
【日時】８月28日㈰10時～15時
ター☎629-9617で電話または申
㈬17時締め切り
（中ノ橋通一）
【場所】市保健所（神明町）
込用紙のファクス629-9603で受
【内容】「おとなもこどもも、あ
【定員】40組（受講無料）
なたのご家族メタボ大丈夫？」と
【申し込み】８月５日㈮14時か
診療時間外に子どもの具合が悪くなったら…
題した講演など
ら健康推進課☎603-8303で先着
Ｎ
■症状が軽い場合（19時～23時）
【費用】無料。当日
順に電話受け付け
県民会館
子育てや
健康につ
会場へどうぞ
市夜間急患診療所へ
いて一緒
ۻ
に学びま
市夜間急患診療所
【問】同病院☎653神明町３-29（市保健所２階）
しょう♪
（市保健所２階）
☎654-1080、小児科・内科、年中無休
1151
の更新手続きを忘れずに

みつる

み

え

中津川

８/５
㈮

期日

モ

■MORIガール＆ママの

そ の他のお知らせ

東北電力

７/27
㈬

時間
９：30～９：40
10：00～10：20
10：40～10：50
11：10～11：30
13：10～13：40
14：00～14：50
９：30～９：50
10：10～10：30
10：50～11：10
11：30～12：00
13：30～13：50
14：20～14：50
9：30～10：00
10：20～10：50
11：10～11：30
13：10～13：40
14：00～14：20
9：30～９：50
10：10～10：40
11：00～11：20
13：00～13：40
14：00～14：10
14：30～14：50
９：30～10：10
10：40～11：30
13：00～13：40
14：00～14：50
９：30～10：00
10：20～10：40
11：10～11：40
14：10～14：20
14：40～14：50
15：20～15：30
９：30～10：10
10：40～11：10
11：40～12：00
13：30～14：10
９：30～10：00
10：20～10：40
11：10～11：40
13：10～13：40
14：10～14：30

【場所】市保健所（神明町）
【定員】30組（受講無料）
【申し込み】７月26日㈫14時か
ら健康推進課☎603-8305で先着
順に電話受け付け。グループでの
申し込みはお控えください

おむね20～30代の女性※妊産婦除く
【日時】８月25日㈭10時～13時
【場所】市保健所（神明町）
【内容】キレイと健康をつくる食
事の話や家でできるエクササイズ、
楽ラク朝ごはんメニューの試食など
【定員】20人（受講無料）
【申し込み】７月28日㈭９時か
ら健康推進課☎603-8305で先着
順に電話受け付け

市役所

場所
田鎖庄司さん宅（上米内字小浜）
元青山商店（上米内字道ノ下）
平商会駐車場（上米内字赤坂）
庄ケ畑地区振興センター（上米内字道ノ下）
浅岸公民館（浅岸二）
中央公民館（愛宕町）
盛岡信用金庫厨川支店（厨川一）
北厨川児童センター（厨川一）
北浦秀治さん宅（厨川三、北厨川小向かい）
徳寿の森 隣（厨川五、市営谷地頭アパート向かい）
県勤労身体障がい者体育館（青山四）
中堤町公民館 裏（中堤町）
城北小学校（みたけ三）
うまい一丸鮨盛岡店（月が丘一）
米沢理髪店（西青山二）
ジョイス長橋台店（長橋町）
土淵地区活動センター（前潟四）
上堂児童老人福祉センター（上堂三）
サンクス上堂二丁目店（上堂二）
安倍館公民館（安倍館町）
マルイチ城西店（城西町）
さんぺい薬局 隣（大館町）
西厨川老人福祉センター（北天昌寺町）
西部公民館（南青山町）
みたけ地区活動センター（みたけ四）
いわて生協ベルフ青山（青山四）
肉の中村屋（月が丘三）
市保健所（神明町）
市立武道館（住吉町）
ユニバース鉈屋町店（鉈屋町）
飛鳥 佐々木定雄さん宅（簗川２）
簗川郵便局（簗川５）
根田茂地区コミュニティ消防センター（根田茂５）
松園小学校（松園三）
松園地区公民館（東松園二）
ことりさわ学園（上田字松屋敷）
箱清水公民館（箱清水一）
大慈寺小学校（大慈寺町）
盛岡劇場（松尾町）
杜陵小学校（肴町）
盛岡八幡宮駐車場（八幡町）
加賀野公民館（加賀野四）

消します。
【対象】市に住民登録があり、
28年４月生まれの乳児と初めて
子育てをする母親
【日時】８月23日㈫10時～12時

６月28日開催の離乳食教室に
参加した子どもたち

盛岡バスセンター

■症状が重い場合

８月の幼児健診

市保健所（神明町）

日程と対象は下表のとおり。診査票などは
郵送します。

８/３㈬ 27年１月25日～２月２日生まれ
８/17㈬ 27年２月３日～２月９日生まれ
受付時間：９時15分～10時15分 ８/24㈬ 27年２月10日～２月18日生まれ
８/31㈬ 27年２月19日～２月26日生まれ
８/５㈮ 25年４月18日～４月28日生まれ
３歳児健診
８/12㈮ 25年４月29日～５月９日生まれ
受付時間：９時15分～10時15分
８/19㈮ 25年５月10日～５月19日生まれ
高松地区保健センター（上田字毛無森）
１歳６カ月児健診
８/10㈬ 27年１月14日～２月10日生まれ
１歳６カ月児健診

受付時間：９時15分～10時15分

３歳児健診

受付時間：９時15分～10時15分

８/26㈮ 25年４月23日～５月17日生まれ

都南地区保健センター（津志田14）
１歳６カ月児健診
８/25㈭ 27年１月17日～２月19日生まれ

受付時間：９時15分～10時15分

３歳児健診

受付時間：９時15分～10時15分

８/18㈭ 25年４月15日～５月13日生まれ

玉山総合福祉センター（渋民字泉田）
１歳６カ月児健診
８/４㈭
受付時間：９時～９時15分

３歳児健診

受付時間：９時15分～９時半

８/４㈭

27年１月７日～２月３日生まれ
25年４月７日～５月３日生まれ

【問い合わせ】健康推進課☎603-8304
玉山総合事務所健康福祉課☎683-3869
広

プラザおでって

小児救急入院受入当番病院へ

症状が重く入院が必要と思われる子どもと、市夜間急患診療所や休日救急当番医が
診療していない時間帯の急病の子どもを受け入れます。
土曜は13時から17時まで、夜間は17時から翌朝９時までです。
８月
日

月

火

水

木

金

土

13
医大

１
２
３
中央 川久保 日赤

４
医大

当番病院一覧
中央
県立中央病院
５
６
中央 こども 上田一丁目４-１ ☎653-1151

７
医大

８
９
10
中央 川久保 中央

11
医大

12
中央

14
中央

15
16
17
医大 川久保 中央

18
医大

医大
岩手医科大学附属病院
19
20
中央 こども 内丸19 -１
☎651-5111

21
中央

22
医大

23
中央

24
医大

25
中央

26
医大

28
医大

29
中央

30
医大

31
中央

27
日赤

日赤

盛岡赤十字病院

三本柳６-１-１

こども

☎637-3111

もりおかこども病院

上田字松屋敷11-14 ☎662-5656
川久保

川久保病院

津志田26-30-１ ☎635-1305

日中の診療時間に受診できる人は、日中の時間内に受診しましょう。また、時間外
の受診は小児救急入院受入当番病院に集中し、重症な子どもの治療に支障を来す恐れ
があります。まずは市夜間急患診療所を受診しましょう。

日曜、祝日の日中は休日救急当番医（９ページ参照）を受診してください
市医師会ホームページでは、子どもの症状からみた医療機関の受診の仕方や、盛岡
の子どもの救急についての情報を掲載しています。
盛岡市医師会

告
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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

情報インデックス

●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

催

し

●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】
広
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【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

【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】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

【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
●第30回外山節全国大会
中美耶子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
【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。 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
当日会場へどうぞ【問】同大会実行委員
順に電話受け付け
会☎683-2354

●原敬生家公開～ゆかたで生家～

●世界の恒久平和に願いを

●家族介護者リフレッシュ講演会

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

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

【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 祥 寺住職の太田宣承さんによる講演
「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

み

●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（ＩＢＢＹ）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
イ

ビ

ィ

●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☎6376611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】

や

へ き しょう じ

こ

せ ん しょう

●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

お知らせ

▼

▼

●素敵なまちの映画会

●姫神ホール
ふれあいコンサート

【日時】７月28日㈭15時半～16時【対 ◎おとぎのへや
象】幼児～小学２年生
【日時】毎週土曜、14時半～15時【対
◎夏休みこども映画会
象】幼児～小学生と保護者
【日時】８月４日㈭10時半～12時【内 ■渋民図書館（渋民字鶴塚☎683-2167）
容】アニメ３本の上映【対象】幼児～小 ◎えほんのへや
学生と保護者
【日時】８月６日㈯11時～11時半【対
■都南図書館（永井24☎637-3636）
象】幼児と保護者
◎夏休み子ども映画会
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
【日時】７月24日㈰14時～15時【内容】 ◎絵本サロン
「アラジンと魔法のランプ」など３本上 【日時】
８月２日㈫～７日㈰、
10時半～15時。
映【定員】先着100人
３日㈬と６日㈯は11時からおたのしみ会
◎だれでもできる自由研究～基礎の基礎 ■上田公民館（上田四☎654-2333）
【日時】７月28日㈭～30日㈯、10時～ ◎なかよしおはなし会
るいわてアートプロジェクト2016「メディア
●私立幼稚園の保育料などを減免
アート展」の有償ボランティアを募集します。 12時【内容】百科事典の引き方など自 【日時】７月27日㈬10時半～11時【対
由研究に役に立つ知識の紹介【対象】 象】幼児と保護者
満３歳から５歳までの子を私立幼稚 【対象】
市内在住または在学・在勤の18歳
小学生
◎夏休み子ども映画会
園（認定こども園を除く）に通わせてい
以上
（高校生除く）
【定員】40人。申し込み
◎紙芝居マラソン
【日時】７月29日㈮10時～11時20分
る保護者の負担軽減のため、入園料と
方法など詳しくは、同プロジェクト2016実
【日時】７月31日㈰10時～15時【内容】 【内容】
「トムソーヤの冒険」など５本上
保育料を減免する制度があります。各私
行委員会事務局
（ＮＰＯ法人岩手未来機
ボランティアによる紙芝居
映【対象】幼児～小学生と保護者
立幼稚園に申請が必要です。詳しくは、 構）
☎613-7781へお問い合わせください
◎平和図書展
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
各私立幼稚園または子育てあんしん課
●盛岡北部行政事務組合の
【日時】８月２日㈫～16日㈫（８日㈪・ ◎ふたばおはなし会
☎613-8347へお問い合わせください。
職員募集
15日㈪は休館）、９時～18時※土・日曜、 【日時】８月３日㈬、10時～10時40分
●指定管理者申請予定者説明会
祝日は17時まで【内容】平和に関連す は１歳３カ月～３歳、10時50分～11時
【募集人数】初級事務１人【試験日】
９月
る図書の展示と貸し出し
10分は１歳３カ月未満
公募により29年度に指定管理者を指
18日㈰【会場】岩手大（上田三）
【応募資
定する表の施設の説明会を開催します。 格】昭和61年４月２日以降生まれで高校
対象は、指定管理者への申請を予定し
卒業以上（平成29年３月末までに卒業
ている団体など。会場など詳しくは、市
見込みの人を含む）
【申込期限】８月10
公式ホームページをご覧ください。
日㈬。応募方法など詳しくは、同組合☎
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。
0195-74-2716へお問い合わせください
表 指定管理者申請説明会の対象施設

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、
●し尿のくみ取り依頼はお早めに
事実と異なる内容の文書を頻繁に送付
お盆前はし尿のくみ取り依頼が集中し、 ③窓口や電話で暴言や脅迫的言動を長
希望する日時にくみ取りができない場合
期間にわたり行った 特定要求行為と
があります。早めに業者へお申し込みくだ
して公正職務委員会へ報告があったも
さい。
【問】 盛岡地域：廃棄物対策課
の：２件【問】職員課☎626-7505
☎626-3755 都南地域：紫波、稗貫衛
●アート展のボランティア募集
生処理組合☎672-2017 玉山地域：盛
岡北部行政事務組合☎0195-74-2716
８月22日㈪から９月11日㈰まで開催され
▼

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。

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

▼

●シネマストリートギャラリー

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

休日救急当番医・薬局

対象施設
見前南地区公民館
（西見前13）
湯沢地域交流活性化セン
ター（湯沢西三）
盛岡タカヤアリーナ
（本宮五）
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）
先人記念館
（本宮字蛇屋敷）
原敬記念館（本宮四）
津志田老人福祉センター
（津志田西二）
もりおか町家物語館
（鉈屋町）
土淵児童センター
（上厨川字下川原）
盛岡駅前自転車駐車場
（盛岡駅前通）
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）

担当課
生涯学習課
☎639-9046
市民協働推進課
☎626-7500

スポーツ推進課
☎603-8006

クリーンセンター
☎663-7153
歴史文化課
☎639-9067
長寿社会課
☎603-8003
観光交流課
☎626-7539
子育てあんしん課
☎613-8347
交通政策課
☎626-7519
産業振興課
☎683-3852

●点字ディスプレーの給付

●コンプライアンス条例実施状況

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

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
広

告

●北方領土に関する標語・キャ
ッチコピーを募集

日

区分
内

外
北方領土問題対策協会は、啓発グッ
小
７/17
ズなどに使用する標語やキャッチコピー
歯
㈰
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
薬
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。

内

●市の推計人口（６月１日現在）

▼

【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

●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～」

品などの展示【費用】無料。当日会場へ
どうぞ【問】同館☎654-5366

▼

●休日納付相談

こ

▼

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

よう

▼

●無料の法律相談

もりおか啄木・賢治青春館（中ノ橋通一）
【内容】版画家・阿部陽 子さんが制作の
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

▼

談

▼

相

【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

図

7/18
㈪

薬

書

■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

外
小
歯

内
7/24
㈰

外
小
歯
薬
内

7/31
㈰

外
小
歯
薬

広

名称
菜園循環器内科医院
加賀野消化器内科・内科クリニック
けやき整形外科クリニック
さいとう小児科クリニック
小笠原歯科医院
菜園薬局
天神町薬局
リープ薬局
よつば薬局
金子胃腸科内科
盛岡さくらクリニック
見前ファミリークリニック
中村こどもクリニック
なごみ 矯正・デンタルクリニック
オトベ薬局
オアシス薬局
ミルマエ調剤薬局
ミルキー薬局
川久保病院
本間内科医院
秋浜内科クリニック
くわた脳神経外科クリニック
杜のこどもクリニック
小笠原歯科クリニック
オーロラ薬局
たくぼく薬局
本宮センター薬局
リーフ薬局
盛岡南病院
かなざわ内科クリニック
池田外科・消化器内科医院
小林小児科クリニック
惣門歯科
こすもす薬局
なごみ薬局
みつや薬局
ワカバ薬局都南店

所在地
菜園一丁目４-７
天神町11-８
上田一丁目１-35
月が丘二丁目２-60
清水町６-28
菜園１-５-25
天神町８-24
上田一丁目１-35
月が丘二丁目２-59
乙部13-135-３
みたけ四丁目36-32
三本柳12-20-１
上厨川字杉原50-47
前潟四丁目７-１イオンモール盛岡１階
乙部13-135-１
みたけ四丁目36-33
三本柳12-21-４
上厨川字杉原50-48
津志田26-30-1
上田二丁目20-13
渋民字駅103
北飯岡一丁目２-68
向中野三丁目10-６
本宮三丁目32-５
南仙北三丁目２-30
渋民字駅104
北飯岡一丁目２-71
向中野三丁目10-10
津志田13-18-４
上堂一丁目18-24
境田町５-18
三本柳11-12-４
南大通三丁目10-11
三本柳５-37-２
上堂一丁目18-26
中屋敷町１-33
三本柳11-12-１

電話番号
626-3211
604-1123
656-1677
643-7171
623-7227
625-7521
681-2441
601-3030
643-2888
696-2012
645-3939
632-6300
648-7711
645-7530
675-1151
681-1034
614-0071
646-0369
635-1305
622-5970
683-2333
656-5636
631-1160
635-3500
635-1233
669-5800
656-5867
656-5877
638-2020
647-3057
648-3200
638-0404
625-1311
614-2050
648-0753
648-6060
637-6011

告

［広報もりおか 28.７.15］９

８/１月
～４木

和太鼓同時演奏世界
一の勇壮・華麗な太
鼓と力強く優雅な舞
いが、盛岡の夏の夜
を彩ります。

18時～21時

もっと知りたい！盛岡
盛岡市公式ホームページ

http://www.city.morioka.iwate.jp/

広報もりおかに掲載した記
事の詳しい内容のほか、さ
まざまな市政情報を掲載！
▼

パソコンやスマホからどうぞ

盛岡市公式ツイッター

【問】盛岡さんさ踊り実行委員会事務局☎624-5880

祭り期間中のイベント

伝統さんさ踊り競演会

13時～16時

パレード前に、会場内３カ所（会場案内図の

伝 ）で各地域の伝統さんさ踊り団体が踊りを披露。

❷さんさ大パレード（18時～）

ミスさんさ踊りとさんさ太鼓連、踊り集団によ
る華麗なパレード。伝統さんさ踊り団体や一般参
加団体、花車などが祭りを盛り上げます。
パレード終了後、会場内７カ所で開催。誰で
も参加できます。※８月４日を除く

広告に関する問い合わせ

もりおか歴史文化館前（内丸）で、歴代
ミスさんさ踊りが踊りを指導。練習後は
「さんさおへれんせ集団」としてパレード
に参加できます。事前申し込みが必要。詳
しくは同事務局へお問い合わせください。

誰でも参加できます。祭り最終日のグランド
フィナーレを盛り上げましょう。

加わるさんさ当日練習会 in 公会堂

笑顔と感動を届けられるよう
心を込めて踊ります！

17時～17時45分

県公会堂（内丸）で無料の練習会を開催。
「七夕くずし」の踊り方を覚えて、誰で
も参加できる盛岡青年会議所の花車パ
レードや輪踊りに加わりましょう。
▲

今年のミスさんさ踊りの皆さん
（左から）駒井理咲さん、日山佳那子さん、
於本莉枝さん、村山優さん、恒川舞さん
お

もと

り

り

スタート

岩手日報社
盛岡城跡公園 ●もりおか

告
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か

な

まい

トイレ
身体障がい者用トイレ

盛岡グランドホテル
アネックス

中央通

さ

ゆう

＊会場および周辺での交通規制と小型
無人機
﹁ドローン﹂
の使用禁止にご協力
ください︒また︑会場内への自転車の乗
り入れと︑パレード団体と共に歩道を
並走することはお控えください

県合同庁舎

案内所
県公会堂

パレードコース

歴史文化館

広

え

市役所

伝

大通

県庁

岩手銀行

大通リリオ
第一駐車場

映
画
館
通

伝

ＮＴＴ

伝

北日本銀行

ナチュラルコム㈱
☎019-652-9190へどうぞ

16時～17時半※要申し込み

❷大輪踊り（20時ごろ～）

ゴール

毎回異なったテーマ・出演
者で、旬な話題をお届け♪

「さんさおへれんせ集団」練習会

各参加団体のたたき手によるさんさ太鼓だけ
のパレード。世界一の「和太鼓同時演奏」の再
現は圧巻です。

（総合案内所）

ラヂオもりおか（FM76.9MHz）
で毎月第２・４金曜の７時40分
～７時50分、放送中。

❷盛岡駅滝の広場会場（盛岡駅東口・無料）

【４日㈭限定】
❶太鼓大パレード（19時半ごろ～)

英語案内あり

市政ラジオ番組
「もりおか暮らし物語」

※盛岡市・玉山村合併10周年を記念し、玉山地
域の芸能団体も出演

❸加わるさんさ輪踊り（20時半ごろ～）

障がい者・
ベビーカー
スペース

ツイッターとフェイスブッ
クでは盛岡の“今”を発信
します。イベントや観光情
報のほか、災害情報や緊急
情報など、生活に密接
な情報を伝えます。

各地域の伝統さんさ踊り団体が、藩政時
代から踊り継がれてきた踊りを披露。ミス
さんさ踊りやさんさ太鼓連も出演します。
❶市民文化ホール会場（盛岡駅西通二）
【観覧料】１日券500円
４日間セット券1000円
【販売場所】盛岡商工会議所（清水町）や
プラザおでって２階の観光文化情報プラザ
（中ノ橋通一）など

【期間共通】
❶伝統さんさパレード前輪踊り（18時～）

本部

盛岡市公式フェイスブック

https://www.facebook.com/
moriokashi

【期間共通】

パレード＆輪踊り

盛岡さんさ踊りの会場案内

https://twitter.com/moriokashi

盛岡さんさ踊り

こ

プレイベント
三ツ石神社への奉納演舞
７月22日㈮10時半～11時半
さんさ踊りゆかりの地、三ツ
石神社（名須川町）でミスさんさ
踊りやさんさ太鼓連が奉納演舞
を披露。付近に駐車場がないの
で車での来場はお控えください。

盛岡さんさ踊り前夜祭
７月31日㈰13時～20時(予定)
盛岡駅滝の広場で、歴代ミス
さんさ踊りや子どもさんさ団体
が演舞を披露。地元企業による
飲食・販売ブースもあります。
露店での火気使用は届け出を
さんさ踊り期間中、火気を使用する露店
などを開設する場合は、消火器の準備や
管轄の消防署などへの届け出が必要で
す。詳しくは、盛岡消防本部のホームペ
ージをご覧になるか、盛岡中央消防署☎
626-7302へお問い合わせください。

もりけんに挑戦

（９ページに掲載）の答え
③第九十銀行

編集後記

この時期になると至る所でさん
さ太鼓の音が。もうすぐさんさ
踊り。そういえばついこの間は
チャグチャグ馬コの鈴の音も。
「盛岡は音が似合うまち」…そ
う思うのは私だけでしょうか㋐
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