もりけんに挑戦（27年度３級問題）➏（正解は10ページに掲載）
昭和45年に開催された岩手国体の開催記念事業として建設された建物はどれですか。
①キャラホール ②盛岡劇場 ③マリオス ④岩手県民会館

情報インデックス
相

話または同事務所（内丸）へ直接来所

談

催

●無料の法律相談

し

●休日納付相談

●第42回けやき祭り

【日時】８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

【日時】
８月20日㈯19時～20時半【場所】
けやき荘と太田老人福祉センター（上太
田細工）
【内容】さんさ踊りや打ち上げ花
火、抽選会など※先着16人に参加賞を進
呈【費用】無料【問】
けやき荘☎659-1452

●相続に関する無料相談

●動物公園へ行こう

県司法書士会は、相続に関する相談
を無料で受け付けています。 電話相談
【日時】
８月１日㈪～10日㈬・17日㈬～31
日㈬（土・日曜除く）、10時～13時。フリー
ダイヤル☎0120-823-815で受け付け
直接相談【日時】
８月１日㈪～31日㈬（土・
日曜、祝日を除く）、同会の会員事務所
で開催。詳しくはお問い合わせください
【問】同会事務局☎622-3372

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 野遊び
フェスティバル【日時】８月21日㈰13時
～15時【内容】植物を使った簡単な工
作や水生生物の観察など 作ってみよ
うヤマボウシジャム【日時】９月４日㈰・
11日㈰、13時半～15時【内容】園内で
ヤマボウシの実を採集しジャムを作る
【定員】各30人。開始10分前から子供
動物園で先着順に受け付け

▼

▼

盛岡地方法務局は、盛岡第２合同庁
舎（盛岡駅西通一）で８月28日㈰、相続
相談会などを開催します。いずれも費用
は無料で、事前申し込みが必要。同局
総務課☎624-9861で先着順に電話受
け付け。 相続相談会：【時間】10時～
16時 相続セミナー：【時間】10時半
～11時半と13時半～14時半【内容】相
続と遺言について学ぶ【定員】各40人

●多重債務相談

【日時】８月19日㈮～９月２日㈮、９時～
21時（２日は12時まで）
【場所】中央公民
館（愛宕町）
【内容】日本女性学習財団
の子育て支援や女性のキャリア形成支
援などをパネルで紹介【費用】無料【問】
男女共同参画青少年課☎626-7525

●盛岡弁で語る昔話

▼

みず ほ

▼

▲

●相続相談会とセミナー

●なるほどジェンダーパネル展

●動物愛護に関するイベント
市は、猫カフェ「もりねこ」との共催で
「あなたの『アタリマエ』が変わる！ここ
にしかない動物たちとの出会い」と題し
たイベントを開催します。
【日時】８月24
日㈬～28日㈰、10時～20時（28日は17
時まで）
【場所】クロステラス盛岡（大
通三）
【内容】犬や猫に関する個別無料
相談会やパネル展示など。28日13時か
らは「保健所などからの動物の譲渡」を
テーマとした講演【費用】無料【問】生
活衛生課☎603-8311

東北財務局盛岡財務事務所は、返済
しきれない借金を抱えて悩んでいる人
の相談を無料で受け付けています。また、
●素敵なまちの映画会
金融犯罪被害に遭わないための出前講
座も無料です。
【日時】月～金曜（祝日、年 【日時】
８月24日㈬13時半～15時【場所】
末年始を除く）、
８時半～16時半【相談方
リリオ（大通一）
【内容】
「県政ニュース
（昭
法】相談専用ダイヤル☎622-1637へ電
和42年）
」
「昭和天皇の時代」
「原爆ドーム
広

告

８［広報もりおか 28.８.15］

●てがみシアター
【日時】８月27日㈯14時～15時【場所】
盛岡てがみ館（中ノ橋通一）
【内容】朗
読家のM aj uさんが夏目漱石や山本周
五郎などの手紙を朗読【費用】入館料
が必要【問】同館☎604-3302
マ

ユ

●ギャラリートーク
開催中の各企画展の見どころを担当
者が解説します。
■企画展「花の安政三年組～原敬と同
世代の南部人たち～」
【日時】８月27日㈯15時15分～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
■企画展「啄木の妻節子」
【日時】８月28日㈰14時～14時半【場
所】石川啄木記念館（渋民字渋民）
【費
用】入館料が必要【問】同館☎683-2315
し ず

る

●おおたか静流～賢治を唄う～
【日時】８月27日㈯18時～【場所】プラ
ザおでって（中ノ橋通一）
【内容】宮沢
賢治生誕120周年を記念し、賢治に寄
せた楽曲などを披露【定員】190人【費
用】前売り2500円、当日3000円。もり
おか啄木・賢治青春館（中ノ橋通一）な
どで販売中【問】もりおか啄木・賢治青
春館☎604-8900

●盛岡市・玉山村合併10周年記念
青少年郷土芸能フェスティバル
【日時】８月28日㈰13時半～16時【場
所】ホットラインサカナチョウ（肴町）
【内容】11団体が市内各地に根付いた
民俗芸能（剣舞・田植踊り・さんさ踊り）
を披露【費用】無料。当日会場へどうぞ
【問】歴史文化課☎639-9067

●震災身元不明者などに関する
情報交換会
東日本大震災の身元不明者の遺体の
似顔絵や写真、震災時着用衣類の写真
を公開。情報提供や身元不明者に関す
る相談も受け付けます。
【日時】８月31
日㈬10時～15時【場所】もりおか復興
支援センター（内丸）
【問】県警察本部
捜査第一課☎653-0110（内線4144）

●おでんせ「まちの保健室」
【日時】９月１日㈭10時～11時半【場所】
プラザおでって（中ノ橋通一）
【内容】医
療費と福祉制度、訪問看護についての講
話【費用】無料。当日会場へどうぞ【問】
県看護協会☎662-8213

●中学生による国際交流
コンテスト
【日時】９月３日㈯13時～17時【場所】
中央公民館（愛宕町）
【内容】第１次選
考を通過した中学生約20人が第２次選
考となるスピーチを披露【問】文化国際
室☎626-7524

●介護予防についての講演会
【日時】９月３日㈯13時半～15時【場
所】西部公民館（南青山町）
【内容】老
化や介護予防について理学療法士によ
る解説と介護予防運動【費用】無料。当
日会場へどうぞ【問】西部公民館利用
サークル団体協議会事務局の伊東さん
☎643-2288

●講演「発達障がいの基本的な
理解と関わり方」
【日時】９月３日㈯14時～16時【場所】
プラザおでって（中ノ橋通一）
【費用】
無料。当日会場へどうぞ【問】日本精神
科看護協会県支部☎604-7006

●中央卸売市場開放デー
中央卸売市場（羽場10）で９月10日
㈯９時から12時まで、水産・青果などを
販売する市場開放デーを開催します。
料理教室【時間】10時～11時半【内容】
市場が届ける安全で安心な生鮮食材で
料理を作る【定員】30人【費用】1000円
【申し込み】はがきに住所と名前、年齢、
電話番号を記入し、〠020-8567（住所
不要）盛岡市中央卸売市場業務課へ郵
送。ファクス614-1020でも受け付けま
す。８月30日㈫必着。応募多数の場合
は抽選【問】同課☎614-1000
▲

【日時】
８月20日㈯14時～15時【場所】も
りおか歴史文化館（内丸）
【内容】ナレー
ターの小野寺瑞穂さんとボランティアが
盛岡弁で昔話などを語る【定員】先着50
人【費用】展示室入場料が必要【問】同
館☎681-2100

▲

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】９月分は12日㈪・26日㈪、10
時～15時【申し込み】希望相談日の前
週の月曜（26日分は20日㈫）、９時か
ら広聴広報課の予約専用電話☎6267557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

物語」
「お母さんの木」
【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

●演劇に関するワークショップ
参加者募集
【日時】①９月10日㈯・11日㈰、②９月
24日㈯・25日㈰、10時～16時【場所】
盛岡劇場（松尾町）
【内容】①登場人物
の心を表現する効果的な方法を演出の
観点から学ぶ②参加者で５分程度の芝
居を創作【対象】高校生以上※演劇経
験は問いません【定員】各15人【費用】
各5 0 0 円【申し込 み】同劇場 ☎622 2258で電話または直接受け付け。申し
込み期限は、①９月２日㈮・②９月11日
㈰、21時。応募者多数の場合は抽選

お知らせ
●建築物防災週間
８月30日㈫から９月５日㈪までは建

築物防災週間。市は、消防署と協力し
て不 特定多数の人が 利用する建 築 物
の立ち入り査察と改善指導を実施しま
す。また、期間中は市役所都南分庁舎２
階の建築指導課で、既存木造住宅や地
震対策などの防災相談所を月曜から金
曜までの９時から17時まで開設します。
【問】建築指導課☎639-9054

生産用具、関連文献などの資料を店舗
や工 房内で観 光 客などに無 料で公開
する「小さな博物館」を23カ所指定し
ています。新たに指定を受けたい事業
者を募集します。
【補助】展示ケースや
パネルなどの購入費用について、３万
3000円を上限に２分の1を補助【申し
込み】はがきに住所と事業者名、担当
者名、電話番号を記入し、〠020-8530
（住所不要）市役所ものづくり推進課
内、市産業まつり実行委員会事務局へ。
９月14日㈬必着【問】同事務局☎6267538

します。9月から調査員証を持った調査
員が対象世帯を訪問しますのでご協力
ください。
【調査の対象】同省統計局が
無作為に選んだ世帯【問】県調査統計
課☎629-5302

◎かみしばいのへや
【日時】８月25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】８月27日㈯11時～11時20分は
４歳～小学１年生、11時半～12時は小
●ハローワークプラザ盛岡の
学２年生以上
名称・開庁時間の変更
■都南図書館（永井24☎637-3636）
８月１日㈪からハローワークプラザ盛
◎おはなしのじかん
●選挙人名簿の縦覧
岡（菜園一）の名称が「ハローワーク盛
【日時】８月24日㈬11時～11時半【対
岡菜園庁舎」になりました。開庁時間は、 象】幼児と保護者
【日時】９月３日㈯～７日㈬、８時半～
月曜から金曜までの10時から18時半ま
◎おとぎのへや
17時【場所】市選挙管理委員会事務局
で、土曜は職業相談コーナーのみで10
【日時】毎週土曜、14時半～15時【対
（市役所本館８階）
【内容】９月２日に
時から17時までです。詳しくは、同庁舎
象】幼児～小学生と保護者
新たに登録される人（平成10年９月２日
●消防職員を募集
☎623-4800へお問い合わせください。 ■渋民図書館（渋民字鶴塚☎683-2167）
以前に生まれ、平成28年６月１日までに
住民基本台帳に登録された人）の名簿
盛岡地区広域消防組合は、29年度採
◎えほんのへや
●テロの未然防止に協力を
を縦覧【問】同事務局☎626-7582
用の消防職員を募集します。
【試験日】
【日時】９月３日㈯11時～11時半【対
テロの未然防止には皆さんの協力が
10月16日㈰※試験会場は受験票送付
象】幼児と保護者
●宝くじ助成で備品を整備
不可欠。不審に思う人や車、荷物などを
時に通知【受験資格】高校卒：平成５年
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
見かけた場合は110番通報するか、近
４月２日～平成11年４月１日生まれ。短
自治総合センターの宝くじ助成を受
◎おひざにだっこの会
くの警察署・交番にお知らせください。
大・大卒：平成３年４月２日以降生まれ
け、太田地区自治会協議会に炊き出し
【日時】８月19日㈮・９月２日㈮、10時
【問】盛岡東警察署☎606-0110・盛
【募集人数】14人程度【申込期間】８月
用かまどセットやマンホールトイレ、トラ
半～11時【対象】０歳～４歳と保護者
15日㈪～９月７日㈬、８時半～17時半。 岡西警察署☎645-0110
ンシーバーなどの防災資器材を整備し
◎ケンジさんのおはなし会
応募方法など詳しくは、同組合☎626ました。
【問】消防対策室☎626-7404
【日時】８月2 0日㈯14時～15時【内
●市の推計人口（７月１日現在）
7405へお問い合わせください
容】宮沢賢治作品の語りなど【対象】小
●新ごみ焼却施設の整備候補地
【人口】29万6778人（男＝14万707人、 学生以上
●エコドライブ講習会受講者募集 女＝15万6071人）【対前月比】44人減
に関する情報の受け付け
■上田公民館（上田四☎654-2333）
【世帯数】12万9762世帯【問】企画調
盛岡広域圏８市町で構成する県央ブ
【日時】①９月17日㈯②10月29日㈯、
９
◎なかよしおはなし会
整課☎613-8397
ロックごみ・し尿処理広域化推進協議
時～12時と13時半～16時半（各日全２
【日時】８月24日㈬10時半～11時【対
会は、各ごみ焼却施設の経年劣化など
回）
【場所】県自動車運 転 免許試 験 場
象】幼児と保護者
による課題に対応し、今後、安全で安定
（下田字仲平）
【内容】燃費計を付けた
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
したごみ処理を行うため、広域圏内６つ
車両による実技講習など【定員】各10人
◎おはなしのひろば
のごみ焼却施設を集約し新施設を建設
【費用】無料【申込期限】①９月９日㈮②
【日時】８月20日㈯10時半～11時10分
する予定です。平成41年度の稼働に向
10月11日㈫。応募方法など詳しくは、県
【対象】幼児～小学生と保護者
■市立図書館（高松一☎661-4343）
けて盛岡市内から建設場所を選定する
環境生活企画室☎629-5326へ問い合
◎ちびっこ広場映画会
◎えほんのへや
ため、整備候補地に適していると思わ
わせるか県ホームページをご覧ください
【日時】９月３日㈯10時半～11時40分
【日時】８月18日㈭15時半～16時【対
れる土地の情報を９月30日㈮17時まで
【内容】
「王さまの耳はろばの耳」など
●北方領土に関する作品募集
象】幼児～小学２年生
受け付けます。詳しくは同協議会事務
３本【対象】幼児～小学生と保護者
局☎613-8146へ問い合わせるか市公
■ポスターコンテスト
式ホームページをご覧ください。
北方領土問題対策本部は、
「北方領
土の日」を周知するためのポスターデザ
●スポーツ推進審議会委員募集
インを募集します。申し込みは10月20
内：内科、外：外科・整形外科、小：小児科、歯：歯科、薬：薬局
日㈭消印有効。応募方法など詳しくは、
市は、スポーツの推進に関する重要
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。
同対策本部☎011-204-5069へ問い合
事項について調査審議する委員を２人
日 区分
名称
所在地
電話番号
わせるか、同対策本部のホームページを
募集します。
【任期】28年10月～30年
大通三丁目１-24第三菱和ビル4階 626-1115
佐藤内科クリニック
内
ご覧ください。
５月【応募資格】次の全てに該当する人
旭橋クリニック菊池循環器内科
材木町２-26近三ビル３階
653-8511
外 向中野クリニック
向中野五丁目29-１
613-2227
■全国スピーチコンテスト
①18歳以上②市内在住または在勤③
小 西島こどもクリニック
上田一丁目19-11
651-1369
28年度北方領土に関する全国スピー
平日の日中に開催する年2回程度の会
８/21
歯 小川歯科医院
黒川９-20-８
696-2227
㈰
チコンテスト事務局は、北方領土につい
議に出席できる【申し込み】市役所若
こずかた薬局
上田一丁目７-17
654-7722
てのスピーチを募集します。申し込みは
園町分庁舎４階のスポーツ推進課に備
どんぐり薬局材木町
材木町２-26
652-9177
薬
調剤薬局ツルハドラッグ盛岡向中野店 向中野五丁目29-38
656-5260
え付けの応募用紙に必要事項を記入し、 10月31日㈪消印有効。応募方法など詳
あおば薬局上田店
上田一丁目18-50
622-0370
しくは、同事務局☎03-5917-0201へ
〠020-8531（住所不要）市役所スポー
田中循環器内科クリニック
永井22-29-６
632-1320
内
問い合わせるか、同事務局のホームペー
ツ推進課へ郵送または持参してくださ
えいづか内科胃腸科クリニック
緑が丘四丁目１-７
663-7788
ジをご覧ください。
い。郵送は９月16日㈮消印有効。持参
外 双木整形外科医院
月が丘二丁目５-23
646-3855
小 よしだクリニック
西仙北一丁目30-50
635-8341
は同日17時まで※書類選考により決定
８/28
●社会生活基本調査の実施
歯 亀楽町通クリニック
菜園一丁目５-19
651-1601
【問】同課☎603-8013
㈰
すばる薬局永井店
永井22-３-128
614-0025
総務省統計局は、暮らしや社会のた
ハーブ薬局
緑が丘二丁目８-26
665-2288
●盛岡小さな博物館の募集
薬
めの基礎資料とするため、10月20日を
エイシン薬局
月が丘二丁目５-21
641-0454
ひばり薬局
西仙北一丁目30-51
635-9797
基準日として生活時間の使い方を調査
市産業まつり実行委員会は、製品や
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