もりけんに挑戦（27年度３級問題）❼（正解は12ページに掲載）
平成27年７月１日に発売された、盛岡地域振興商品券の名称は何ですか。
①NANBU ②PEKKO ③MORIO ④SANSA

情報インデックス

【日時】９月11日㈰～19日㈪、10時～20
時半【場所】ゆぴあす（上田字小鳥沢）

子ども科学館の各種イベント
イベント名
日時
９/４～25の日曜と祝日
ワークショップ
10時半～12時と14時～
「ゆらゆらＵＦＯ」 15時半※18・19は14時
～15時半のみ
宇宙の日記念
９/10㈯～10/10㈪
作文絵画コンテスト
９時～16時半
作品展
サイエンスショー
９/11～25の日曜と祝
「まぜてポン！」
日、13時～13時15分
９/17㈯18時半～20時
お月見会
※悪天候時は中止
チャレンジサイエンス
９/17㈯～19㈪
※各日９時から先着
10時半～11時と11時半
順に整理券を１人
～12時
１枚配布

内容（費用）

定員

面白い動き方をする磁石のおも
各回
ちゃを作る
25人
（各150円）

広

告

10［広報もりおか 28.９.１］

ふ はく

ニ ー ル

ス ト ル ネ イ カ ー

▲

「宇宙の日」を記念したコンテス
トで、同館に応募があった作品を なし
展示（無料）
複数の物を混ぜて起こる「化学
なし
変化」を観察（無料）
月見行事や月にまつわる話、望
なし
遠鏡での月の観察など（無料）
岩手大理工学部の先生を講師に、
実験と工作にチャレンジ※内容は 各回
日替わりです
20人
（無料）
①今夜の星空みどころ案内（無料）
①③
10/１㈯
②星を見る会※悪天候時はダジ
ナイトミュージアム
160
①18時～18時半
ックアース（無料）
※③は17時半から受
人
②18時半～20時
③星と音楽のプラネタリウム
付でチケットを販売
②
③19時～19時半
月の歌特集（４歳～中学生
なし
200円、高校生以上500円）
サイエンスショー
10/２㈰
科学・技術を利用して重い物を動
なし
「動かしまショー」 13時～13時15分
かす実験（展示室入場料が必要）
ワ ー ク シ ョ ッ プ 「 ペ 10/２㈰、10時半～12 ペットボトルで空気砲を作る
各回
ットボトル空気砲」 時と14時～15時半
（各150円）
35人

たんこう

な

むつ

きよひろ

み

お

こ

図

書

●青少年問題協議会委員を募集

▼

接骨院の日曜当番

休日救急当番医・薬局

●就学時健康診断を忘れずに
小学校へ来春入学する子を対象に、
就学時健康診断を実施します。該当者
がいる家庭へ９月中旬に案内を送りま
す。
【日時・場所】 盛岡・都南地域：
10月中に各小学校で実施 玉山地域：
10月12日㈬13時半～15時半、玉山総
合福祉センター（渋民字泉田）
【費用】
無料【問】学校教育課☎639-9045

●もりおか市場まつりの
フリーマーケット出店者募集
【日時】
10月16日㈰９時～13時半【場所】
市中央卸売市場（羽場10）
【募集区画】
80区画（１区画は２㍍×２㍍。天候にかか
わらず軒下で開催）
【費用】1000円【申し
込み】往復はがきに住所と名前、年齢、電
広

●暴力団のない住みよい街を

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。

９月は暴力団追放推進強化期間。暴
日 区分
名称
吉田消化器科内科
力団を恐れない、金を出さない、利用し
内
森谷医院
ない、交際しない― の運動を推進し
外 細井外科医院
ましょう。 暴力団追放市民総決起大
小 吉田小児科
９/４
会【日時】９月27日㈫14時～16時20分
歯 小田中歯科医院
㈰
【場所】盛岡劇場（松尾町）
【内容】暴
あざみ薬局
どんぐり薬局たかまつ
力団の実態や対応についての講演や県
薬
つくし薬局下の橋店
警音楽隊による演奏など【費用】無料。
ぺんぎん薬局
当日、会場へどうぞ【問】くらしの安全
船山内科クリニック
課☎603-8008
内 内科クリニックすずき
▼

●ゆぴあす 敬老の日似顔絵展

だ よし のぶ

【募金期間】９月１日㈭～10月31日㈪
【振込用紙】市役所本館１階の窓口案
内所に備え付けます。※春季の募金額は
535万1470円でした。ご協力ありがとう
ございました【問】林政課☎626-7541

▼

【日時】９月11日㈰10時～15時【場所】
市立太田老人福祉センター（上太田細
工）
【内容】同センター利用団体の作品
展示や舞台発表など※送迎バス有り。詳
しくは、同センター☎659-2133へどうぞ

ほん

▼

表１

●太田老人福祉センターまつり

【日時】
９月16日㈮18時半～20時【場所】
市立図書館（高松一）
【内容】県立大の誉
田慶 信 名誉教授が「平泉文化の国際性
●ユネスコチャリティーバザー
と地域性」と題し講演【費用】無料。当日、
会場へどうぞ【問】同館☎661-4343
【日時】９月28日㈬10時半～14時【場
所】桜山神社境内（内丸）
【内容】衣類
●動物公園へ行こう
や日用雑貨などの販売など。協賛品特
別セールは12時～【問】盛岡ユネスコ協
動物公園（新庄字下八木田）で次の
会の高橋さん☎635-2088
イベントを開催。いずれも入園料が必要
です。
【問】動物公園☎654-8266 動
●オータム・オルガン・カフェ
物公園絵画コンテスト【日時】９月17日
㈯～19日㈪、９時半～15時【対象】小学
【日時】10月１日㈯12時 半～16時 半
６年生まで【申し込み】当日９時半から、 【場所】市民文化ホール（盛岡駅西通
サル山前で受け付け ツシマヤマネコ
二）
【内容】オルガン鑑賞や製作者のト
ーク、演奏体験（定員10組）、カフェコ
デー【日時】９月25日㈰10時半～15時
ーナーなど【費用】無料※カフェ利用は
半【内容】ツシマヤマネコにちなんだ工
実費【申し込み】演奏体験のみ、９月７
作やパネル展示など
日㈬10時から、同ホール☎621-5151で
●月釜茶会
先着順に電話受け付け
【日時】９月18日㈰９時半～15時【場
●親子ふれあいテニス
所】中央公民館（愛宕町）
【内容】裏千
家淡交会と江戸千家不白会による茶会
【日時】10月１日㈯13時半～15時半【場
【費用】900円【問】同館☎654-5366
所】市立太田テニスコート（上太田穴口）
【内容】国体のテニス競技会場で、スポ
●もりげきライヴ
ンジボールなどでテニスを体験【対象】
小学１年～４年生と保護者【定員】30組
【日 時】９月21日㈬19 時～21時【場
【費用】無料【申し込み】メールに住所
所】盛岡劇場（松尾町）
【出演】N eil
と参加親子の名前・生年月日、子の学年、
S talnaker&Friends【費用】前売り
電 話 番 号を記載し、９月３日㈯９時か
1000円、当日1200円。小学生以下無料
ら、県テニス協会michiasa@hotmail.
【問】同劇場☎622-2258
co.jpで先着順にメールで受け付け【問】
●子ども科学館で遊ぼう
同協会の浅沼さん090-8923-9816
子ども科学館（本宮字蛇屋敷）で表
●パイプオルガンコンサート
１と次のとおりイベントを開催します。
【問】同館☎634-1171 「かがく」と
【日時】11月２日㈬19時～21時【場所】
あそぼう～親子のための実験教室【日
市民文化ホール（盛岡駅西通二）
【内
時】①９月24日㈯②10月15日㈯、10時
容】オルガニスト・今井奈緒子さんとメ
半～11時半と13時半～14時半【内容】
ゾソプラノ・波多野睦 美 さん、オーボ
①洗剤で実験②風で実験【対象】４～
エ・西沢澄 博 さんによるコンサート【費
▲

盛岡地方法務局は、高齢者・障がい
者に対する暴行や虐待などに関する相
談に応じます。【日時】月～金曜、８時
半～17時15分【専用電話】0570-003-

【日時】９月10日㈯10時～15時※所要
約１時間【場所】都南浄化センター（東
見前３）
【内容】下水をきれいにする過程
を見学【費用】無料。当日、会場へどうぞ
【問】県下水道公社☎638-2623

●科学談話会

【対象】市内に在住または通勤、通学す
る20歳以上で構成する２人以上の団体
【申し込み】市役所都南分庁舎２階の景
観政策課に備え付けの応募用紙に必要
事項を記入し、〠020-8532（住所不要）
市役所景観政策課へ郵送か持参。応募
用紙は市公式ホームページからもダウン
ロードできます【問】同課☎601-5541

■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎えほんのへや
●盛岡文士劇チケット一般販売
【日時】９月１日㈭・15日㈭、15時半～
市は、青少年の健全育成に関する施
16時【対象】幼児～小学２年生
盛岡文士劇のチケットを10月６日㈭、 策について意見を聞くため、委員を１人
◎かみしばいのへや
募集します。
【任期】11月１日から１年間
盛岡劇場と市民文化ホール、キャラホ
【日時】９月８日㈭15時半～16時
【応募資格】次の全てに該当する人①
ール、姫神ホールで９時から、市内プレ
【対象】幼児～小学２年生
イガイドで各開店時刻から発売します。 市内に１年以上住んでいる②平成８年
◎おはなしのじかん
11月１日以前生まれ③市の他の審議会
【公演日時】12月３日㈯17時半～・４日
【日時・対象】９月10日㈯、11時～11時
などの委員を務めていない④平日の日
㈰13時～・４日㈰17時半～（計３回公
20分は4歳～小学１年生、11時半～12
中に開く年２回程度の会議に出席でき
演）
【場所】盛岡劇場（松尾町）
【内容】
時は小学２年生以上
る【申し込み】市役所肴町分庁舎４階
第一 部：現代物「もりおか物語（仮
◎おはなしころころ
の男女共同参画青少年課や市役 所本
題）」（映画「東京物語」より） 第二
【日時・対象】９月９日㈮、10時20分～
館１階の窓口案内所などに備え付けの
部：「口上」 第三部：時代物「みちの
11時は１歳３カ月以上の幼児、11時10
申込用紙に必要事項を記入し、〠020く平泉～秀衡と義経」
【費用】3000円
分～11時半は１歳２カ月以下の乳児
0878肴町２-29、市役所男女共同参画
（全席指定）
【問】同劇場☎622-2258
■都南図書館（永井24☎637-3636）
青少年課へ郵送か持参。10月４日㈫消
●施設の利用制限や休館など
【受付時間】９時～17時
◎おはなしのじかん
印有効。持参は同日17時まで。選考に
※当番院が変更になることがありますので、
【日時】９月14日㈬11時～11時半
より決定【問】同課☎626-7525
市立 総合プール（本宮五）☎634 事前に電話で確認してからご利用ください
【対象】幼児
0450：９月１日㈭～17日㈯、24日㈯・
●排水設備無料点検
月日
接骨院名
電話番号
◎おとぎのへや
25日㈰は終日、利用できません。 盛
９/４ ふくしま整骨院（下飯岡11） 639-7557
【日時】毎週土曜、14時半～15時
岡体育館（上田三）☎652-8855：９
公共下水道や農業集落 排水区域の
9/11 さとう整骨院（月が丘一） 641-7586
月19日㈪を開館し、20日㈫は休館しま
住宅などの排水設備を無料点検します。 【対象】幼児～小学生
９/18 小山田接骨院（東松園二） 663-2574
9/25 ひかり整骨院（高松二） 663-7515
■渋民図書館（渋民字鶴塚☎683-2167）
す。 ゆぴあす（上田字小鳥沢）☎662【日時】９月12日㈪～16日㈮、９時～17
時【募集件数】20件【申し込み】９月５
1414：９月20日㈫～30日㈮は休館し
日㈪～９日㈮、９時～17時に給排水課
ます。 クリーンセンター（上田字小鳥
☎623-1411で先着順に電話受け付け
沢）☎663-7153：９月24日㈯はごみの
内：内科、外：外科・整形外科、小：小児科、歯：歯科、薬：薬局
受け入れを休止します。

▼

●高齢者・障がい者の人権相談

●下水道探検ツアー

【日時】９月24日㈯13時半～14時【場
所】先人記念 館（本宮字蛇屋敷）
【内
容】開催中の企画展「盛岡スポーツ名
士録」について学芸員が解説【費用】入
館料が必要。当日、会場へどうぞ【問】
同館☎659-3338

▲

【日時・場所】９月21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】地域福祉
センター☎696-5640

ほ

●先人記念館ギャラリートーク

盛岡市のふるさと納税「もりおか元気
応援寄付」の寄付者に対する返礼品の
提供を９月１日㈭13時から始めます。詳
しくは、市公式ホームページをご覧くだ
さい。
【対象】１万円以上の寄付をした
人【問】ものづくり推進課☎626-7538

●緑の募金にご協力を

◎えほんのへや
【日時】９月21日㈬15時半～16時
【対象】小学１～３年生
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
◎わくわくおはなし会
【日時】９月10日㈯11時～11時半
【対象】４歳～小学生
◎おひざにだっこの会
【日時】９月16日㈮10時半～11時
【対象】０～４歳
■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
【日時】９月14日㈬10時半～11時
【対象】幼児
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
◎ふたばおはなし会
【日時・対象】９月14日㈬、10時～10時
40分は１歳３カ月～３歳の幼児、10時50
分～11時10分は０～１歳２カ月の乳幼児
■都南公民館（永井24☎637-6611）
◎子どもシネマランド
【日時】９月10日㈯10時半～11時半
【内容】
「おむすびころりん」など３本
■松園地区公民館（東松園二☎661-8111）
◎家庭教育支援事業 おはなし★らんど
【日時】９月７日㈬10時～12時【対象】
０歳～未就学児

▼

●補聴器無料相談会

みず

たかし

●ふるさと納税寄付者へ
市特産品の返礼を始めます

●違反貼り紙を除却する
ボランティア団体を募集

▼

【日時】９月８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

もりおか歴史文化館（内丸）で次の
とおりイベントを開催。いずれも展示室
入場料が必要です。
【問】同館☎6812100 ギャラリートーク【日時】９月４
日㈰13時半～14時【内容】開催中のテ
ーマ展「競技～盛岡藩のわざくらべ」を
学芸員が解説【定員】先着20人 盛岡
弁で語る昔話【日時】９月17日㈯14時～
15時【出演】ナレーターの小野寺瑞 穂
さんやボランティアら【定員】先着50人

【日時】９月22日㈭16時～17時半（予
定）
【場所】もりおか啄木・賢治青春館
（中ノ橋通一）
【出演】市出身のバイオリ
ニスト工藤崇さん。ピアノ共演に米ニュ
ーヨーク出身のアルバート・ロトさん【費
用】前売り2000円、当日2500円。同館
やプラザおでって２階で販売中【問】同
館☎604-8900

域は産業振興課）。なお、業者に伐採を
依頼する場合は、所有者と業者との連名
による届け出が必要です。
【問】林政課
☎613-8451・産業振興課☎683-3853

▼

●リハビリ無料相談会

●歴史文化館へ行こう

■岩手県Ｕ・Ｉターンフェアin秋葉原
【日時】９月11日㈰11時～16時【場所】
秋葉原ＵＤＸ（東京都）
【内容】県内企
業との面談や就職相談など【対象】県
内企業への就職やＵ・Ｉターンの希望者。
当日、会場へどうぞ【問】ふるさといわ
て定住財団☎653-8976
■小規模介護事業所合同就職面談会
【日時】９月12日㈪13時半～16時半【場
所】ふれあいランド岩手（三本柳８）
【対
象】介護サービス分野への就労希望者
【申し込み】県福祉人材センター☎6374522で電話受け付け

お知らせ

●工藤崇ヴァイオリンコンサート

話番号、出店品目を記入し、〠020-8567
（住所不要）市中央卸売市場業務課へ。
９月13日㈫必着。募集区画数を超えた場
合は抽選【問】同課☎614-1000

▼

【日時】９月７日㈬・21日㈬、13時半～
16時【場所】成年後見センターもりおか
（菜園一）
【費用】無料【申し込み】同
センター☎626-6112へ電話予約

し

用】Ｓ席3000円、Ａ席2000円。同ホ
ールや市内プレイガイドなどで販売中
【問】同ホール☎621-5100

▼

●成年後見相談

催

【内容】祖父母の似顔絵を描いて展示。 ５歳程度の子と保護者【定員】各回10
組【費用】各回200円【申し込み】同館
参加者プレゼント有り※20日㈫に入賞
で先着順に電話か直接受け付け①９月
作品発表【問】ゆぴあす☎662-1414
６日㈫９時～22日㈭17時半②９月24日
●県内・市内で働こう！
㈯９時～10月13日㈭17時半

就職面談会

▼

市民税と固定資産税、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】①９月６日㈫・８
日㈭、17時半～20時② 毎週 木曜、17
時15分～19時【場所】①納税課（市役
所別館２階）、健康保険課（同１階）②
玉山総合事務所税務住民課（渋民字泉
田）
【問】納税課☎613-8462

▼

●夜間納付相談

110【問】同法務局☎624-9859 受け
付け延長【日時】９月５日㈪～９日㈮は
19時まで 休日受け付け【日時】９月
10日㈯・11日㈰、10時～17時
▲

談

▲

相

渋民中央病院
外 栃内病院
地球温暖化防止などの役割を果たし、 ９/11 小 村田小児科医院
歯 小野歯科医院
㈰
重要な資源である森林。無秩序な開発
せせらぎ薬局
などから守るため、森林を伐採するとき
サンタウン調剤薬局
薬
は30日前までの届け出が法律で定めら
中津川薬局
こんや町薬局
れています。届出先は、林政課（玉山地

●森林の伐採には届け出を

所在地
東見前８-20-16
高松三丁目11-29
大沢川原一丁目１-２
梨木町２-13
湯沢西三丁目４-１
東見前８-20-４
高松三丁目11-23
大沢川原一丁目１-３
梨木町２-14
下ノ橋町４-15
北松園二丁目15-４
渋民字大前田53-２
肴町２-28
紺屋町３-４
月が丘三丁目32-６
下ノ橋町６-８
北松園二丁目13-１
肴町８-５
紺屋町３-７

電話番号
632-4600
663-1247
624-2715
652-1861
637-7774
639-8706
661-6995
624-8730
652-3345
606-0812
662-2888
683-2336
623-1316
622-7132
641-6480
603-5505
662-0576
604-2300
653-1521

告

［広報もりおか 28.９.１］11

