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情報インデックス
もりけんに挑戦（27年度３級問題）❽（正解は10ページに掲載）
「さんさ踊り」そして「岩手」という地名の起源であるという伝説を持つ神社
はどこですか。　①櫻山神社　②鬼越蒼前神社　③盛岡八幡宮　④三ツ石神社

●歩行訓練と芋の子会
【日時】10月30日㈰９時半～15時半【場
所】八幡平リゾートホテル（八幡平市）
※集合は県視覚障害者福祉会館（本町
通三）【内容】県民の森散策と芋の子会
【対象】視覚に障がいがある人など【定
員】40人【費用】2500円【申し込み】９月
20日㈫10時から市視覚障害者福祉協会
の新沼さん☎637-4523で先着順に電
話受け付け。10月20日㈭17時締め切り

●もりおか歴史文化館
　休館日変更
　もりおか歴史文化館（内丸）は９月20日
㈫に開館し、27日㈫に休館します。９月26
日㈪・28日㈬は２階展示室を休室します。
【問】同館☎681-2100

●「かしこい交通ライフ」チャレ
　ンジウイーク参加事業所募集
　９月22日㈭～10月24日㈪は「かしこい
交通ライフ」チャレンジウイーク。渋滞緩
和と二酸化炭素排出量削減のため、自動
車と公共交通機関の使い分けにチャレン
ジする事業所を募集します。参加事業所
は県公式ホームページに紹介。参加方法

など詳しくは、県公式ホームページをご
覧ください。【問】県地域振興室内、県公
共交通利用推進協議会☎629-5206

●差し押さえ物件の公売
　市が差し押さえた不動産や動産を
Y

ヤ フ ー

ahoo!官公庁オークションで公売しま
す。【申込期間】９月28日㈬13時～10月
14日㈮23時【公売方法・期間】 ▼入札：
10月21日㈮13時～28日㈮13時 ▼せり
売り：10月21日㈮13時～23日㈰23時
【問】納税課☎613-8466

●農作業事故などに注意
　秋の農繁期を迎え、作業者の不注意や
農業機械の誤った操作による事故が心配
されます。ゆとりを持ち、安全な農作業を
心掛けましょう。【問】農政課☎613-8457

●市の推計人口（８月１日現在）
【人口】29万6760人（男＝14万701人、
女＝15万6059人）【対前月比】18人減
【世帯数】12万9799世帯【問】企画調
整課☎613-8397

■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎かみしばいのへや
【日時】９月22日㈭15時半～16時

●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。【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】10月分は17日㈪・31日㈪、10
時～15時【対象】市に住所がある人
【申し込み】希望相談日の前週の月曜
（17日分は11日㈫）、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】９月25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

●全国一斉！法務局休日相談所
【日時】10月２日㈰10時～16時【場所】
盛岡地方法務局（盛岡駅西通一）【内
容】登記や相続、家庭問題、近隣問題、
いじめ・差別問題など困り事全般につい
て、弁護士や公証人、司法書士などに相
談【費用】無料【申し込み】９月20日㈫
８時半から同局☎624-9861で電話予
約受け付け。ファクス629-1237でも受
け付けます。９月28日㈬17時締め切り

●行政書士による
　暮らしと事業の無料相談会
【日時・場所】10月３日㈪・６日㈭・17
日㈪・24日㈪、13時～16時（６日は10
時～）はカワトク（菜園一）、４日㈫10
時～15時はイオンモール盛岡（前潟四）、
13日㈭13時～16時は松園地区公民館
（東松園二）【内容】相続手続きや土地
活用、自動車に関することなど各種書
類作成について相談【問】県行政書士
会事務局の伊藤さん☎623-1555

●岩手流通センター活
い

き活
い

き祭
【日時】９月18日㈰10時～15時半【場所】
盛岡地区勤労者共同福祉センター（矢巾

町）【内容】物販や産直、園児の演技発表
など。協賛品の売り上げは東日本大震災
の義援金として寄付します【問】協同組合
盛岡卸センター☎638-1111

●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】同支援センター☎651-8580 ▲

マタニティサロン【期日】９月21日㈬
【場所】とりょう保育園（肴町）【対象】
初妊婦【申し込み】同支援センターへ
電話予約

▲

ぴよぴよルーム【期日・場
所】９月23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】９月27
日㈫は上堂児童センター（上堂三）【対
象】０歳～３歳の子と保護者
■市立保育園の一斉園開放＆給食体験▲

一斉園開放【日時】９月20日㈫・27
日㈫、９時半～11時【対象】０歳～就学
前の子と保護者や妊婦

▲

給食体験【日
時】10月18日㈫10時～12時【対象】１
歳６カ月～２歳６カ月の子と保護者【費
用】300円【申し込み】希望する園に費
用を添えて直接申し込み

●中村家を彩るモノたち
【日時】９月22日㈭～11月20日㈰、９時
～17時※入場は16時半まで【場所】中央
公民館（愛宕町）【内容】盛岡の商家・中
村家で使われた生活用具を展示し、当
時の商家の暮らしを知る【費用】無料
【問】同館☎654-5366

●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】同公園☎654-8266

▲

ドン
グリデー【日時】９月22日㈭10時半～
15時【内容】ドングリの餌やりや「作っ
てみようドングリ人形」など【定員・申
し込み】「作ってみようドングリ人形」の
み30人。13時20分から動物資料館前
で先着順に受け付け

▲

クモの巣標本を
作ろう【日時】９月24日㈯13時半～15
時【内容】クモの生態を学びながらクモ
の巣の標本を作る【定員】30人【申し
込み】動物資料館前で開始10分前から
先着順に受け付け

●ファミリー体力測定会
　兼市民体力テスト
【日時】９月24日㈯13時半～16時【場
所】盛岡体育館（上田三）【内容】握力
など６種目で体力年齢を測定【対象】６
歳～79歳【費用】無料【申し込み】スポ

ーツ推進課☎603-8013で電話受け付
け。９月20日㈫17時締め切り

●第38回盛岡矯正展
【日時】９月25日㈰９時～15時【場所】
盛岡少年刑務所（上田字松屋敷）【内
容】所内見学や刑務所作業製品の展示
と販売、ステージイベントなど【問】同
刑務所職業訓練担当☎662-9224

●清掃センター環境まつり
【日時】９月25日㈰10時～15時【場
所】盛岡・紫波地区環境施設組合（矢
巾町）【内容】ごみ処理施設の一般公
開や入浴施設の無料開放など【問】同
組合☎697-3835

●企画展ギャラリートーク
【日時】９月25日㈰13時半～14時15分
【場所】原敬記念館（本宮四）【内容】
企画展「花の安政三年組～原敬と同世
代の南部人たち～」について担当者が
解説【費用】入館料が必要【問】同館☎
636-1192

●企画展「啄木と北海道～新運
　命を開拓せん～」
【日時】９月27日㈫～来年１月９日㈪、
９時～17時【場所】石川啄木記念館（渋
民字渋民）【内容】北海道と啄木の深い
つながりを紹介。27日の14時から館長
のギャラリートークを開催【費用】入館
料が必要【問】同館☎683-2315

●素敵なまちの映画会
【日時】９月28日㈬13時半～15時５分
【場所】リリオ（大通一）【内容】「県政
ニュース（昭和43年）」「グスコーブドリ
の伝記」【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

●南部鉄器青年展
　「もりおか鉄ものがたり」
【日時】10月１日㈯～９日㈰、９時～19時※
９日は16時まで【場所】もりおか歴史文化
館（内丸）【内容】市内各南部鉄器工房の
若手職人による作品展示や南部鉄器の
歴史のパネル展示など【費用】無料【問い
合わせ】ものづくり推進課☎626-7538

●ガチャピン・ムックと一緒に
　考える「みんなの防災＋ソナエ」
【日時】10月１日㈯・２日㈰10時～17時
【場所】イオンモール盛岡南（本宮七）
【内容】ガチャピンとムックを防災ナビ
ゲーターに、災害時に生き抜く知恵な
どを一緒に学ぶ。消防車両なども展示
【問】危機管理防災課☎603-8031

●ちびっこ広場映画会
【日時】10月１日㈯10時半～11時40分
【場所】西部公民館（南青山町）【内容】
「ミッキーマウス～ミッキーのがんばれサー
カス」や「トムソーヤの冒険」など４本【対
象】幼児～小学生と保護者【費用】無料。
当日会場へどうぞ【問】同館☎643-2288

●秋季見前ソフトボール大会
【日時】10月２日㈰８時～13時半【場所】
都南中央公園グラウンド（永井24）【対
象】１チーム10人※女性１人と40歳以上の
男性３人は常時出場【費用】１チーム1000
円【申し込み】都南体育館☎637-2219で
電話受け付け。９月21日㈬19時締め切り

●君も図書館司書！
　～スペシャリストをめざせ！～
【日時】10月２日㈰10時～12時【場所】
都南図書館（永井24）【内容】図書館に
関する講義や調べもの体験【対象】小
学４～６年生【定員】10人【費用】無料
【申し込み】９月19日㈪10時から同館
☎637-3636で先着順に電話または直
接受け付け

●講演「啄木の北海道時代」
【日時】10月２日㈰13時半～15時半【場
所】渋民公民館（渋民字鶴塚）【内容】石
川啄木研究家・櫻井健

けん

治
じ

さんによる講演
【費用】無料。当日会場へどうぞ【問】石
川啄木記念館☎683-2315

●家庭教育支援事業
　あそびの広場
【日時】10月５日㈬10時～12時【場所】
松園地区公民館（東松園二）【内容】手
作りおもちゃ遊びや絵本の読み聞かせ
【対象】０歳～就学前の子と保護者【定
員】50人【費用】無料。当日会場へどう
ぞ【問】同館☎661-8111

●原敬記念館「秋の生家公開」
【日時】10月10日㈪まで、９時～16時
【場所】原敬記念館生家（本宮四）【内
容】嘉永３（1850）年建築の市指定文化
財原敬生家を公開【費用】入館料が必要
【問】同館☎636-1192

●ミックスダブルス
　ソフトテニス大会
【日時】10月13日㈭７時半～【場所】綱
取スポーツセンター（浅岸字綱取）【対
象】男女混合ペアまたは女性同士のペ
ア【定員】70人【費用】１組3200円【申
し込み】９月18日㈰９時から先着順に同
センターのファクス651-9178または直
接受け付け。９月30日㈮21時締め切り

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。

日 区分 名称 所在地 電話番号

９/18
㈰

内 小坂内科消化器科クリニック 永井19-258-１ 605-6050
水沼内科循環器クリニック 中央通二丁目11-12明治中央通ビル 604-8002

外 内丸病院 本町通一丁目12-７ 654-5331
小 臼井循環器呼吸器内科・小児科 松園二丁目２-10 662-9845
歯 本宮歯科 本宮四丁目２-10 635-2464

薬

永井中央薬局 永井19-253-１ 605-7050
のばら薬局 長田町10-29 624-2888
油町薬局 本町通一丁目11-25 629-3400
のぞみ薬局 松園二丁目３-３ 662-7733

９/19
㈪

内 おおどおり鎌田内科クリニック 大通二丁目７-23 606-5161
くどう医院 前九年三丁目16-15 647-3251

外 吉野整形外科麻酔科医院 上太田金財93-２ 658-1130
小 寺井小児科医院 山王町１-９ 623-8249
歯 駅西通りおばら歯科医院 盛岡駅西通一丁目５-３ 652-2928

薬

大通よつば薬局 大通二丁目７-20 681-4091
前九年薬局 前九年三丁目16-10 648-8101
ドラッグコスモス 上太田金財92-１ 656-2255
ななっく調剤薬局 中ノ橋通一丁目６-８ななっく地下 681-6009

９/22
㈭

内
ちだ内科・外科クリニック 東安庭一丁目23-60 604-3755
ちばクリニック 中央通三丁目１-10 605-8300
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201

外 わたなべおしりのクリニック 本宮五丁目１-３ 658-1003
小 川久保病院 津志田26-30-１ 635-1305
歯 小山田歯科医院 盛岡駅前通８-11盛岡駅前ビル３階 625-1744

薬

アロハ調剤薬局 東安庭一丁目23-63 656-1611
たんぽぽ薬局桜城店 中央通三丁目14-４-101 626-1121
ひだまり薬局 本宮五丁目１-１ 658-1313
オーロラ薬局 南仙北三丁目２-30 635-1233

９/25
㈰

内 あべ神経内科クリニック 肴町６-６ 606-3711
大屋内科胃腸科クリニック 西青山一丁目16-43 647-3255

外 とちない脳神経外科クリニック 津志田中央三丁目17-10 637-7000
小 中村こどもクリニック 上厨川字杉原50-47 648-7711
歯 小山田歯科クリニック 南青山町３-１ 643-4618

薬

さかな町薬局 肴町４-30 651-8311
スタイル薬局 青山三丁目６-２ 646-5757
調剤薬局ツルハドラッグ津志田店 津志田中央二丁目17-33 637-9100
ミルキー薬局 上厨川字杉原50-48 646-0369

10/２
㈰

内 ゆい内科呼吸器科クリニック 向中野二丁目54-18 631-1159
松園中央クリニック 松園二丁目37-10 664-0666

外 盛岡ながの脳神経・歯科クリニック 津志田16-17-２ 639-0123
小 杜のこどもクリニック 向中野三丁目10-６ 631-1160
歯 金子歯科医院 肴町４-25 622-2842

薬

むかいなかの調剤薬局 向中野二丁目54-12 631-3100
マリーン薬局 松園二丁目37-８ 664-0566
みんと薬局 津志田16-16-７ 632-3086
リーフ薬局 向中野三丁目10-10 656-5877

第31回 全日本わんこそば選手権
【日時】11月６日㈰10時半～16時
※わんこそば選手権体験は10時～
【場所】ななっく（中ノ橋通一）
【部門】募集するのは下の表❶～❹
の部門です。❶❷は１チーム３人が
１人２分間（合計６分間）で何杯食
べられるかを競います。
❶こどもグループ選手権（24チーム）
【対象】小学３～６年生の３人で結
成したチーム【参加料】１チーム
1500円
❷一般グループ選手権（40チーム）
【対象】職場や学校、家族など３人
で結成したチーム【参加料】１チー
ム4500円（中学・高校生のみのチ
ームは1800円）

表 部門別・必要事項一覧
必要事項 ❶ ❷ ❸ ❹

住所・名前（フリガナ）・
年齢・性別・電話番号 ○ ○ ○ ○
自己（チーム）アピール ○ ○ ○
チーム名・代表者名 ○ ○
学校名・学年 ○ ※ ○
保護者名・電話番号 ○ ○
※中学・高校生のみ記入してください

❸一般個人選手権（８人）
　15分間で何杯食べられるかを競
います。【対象】中学生以上。他部
門との重複不可【参加料】2000円
❹わんこそば選手権体験（32人）
【内容】わんこそばの歴史や盛岡のそ
ば文化を学んだ後、実際の選手権の
ようにわんこそばを食べ、給仕も体験
【対象】小学生以下【参加料】100円
【問】経済企画課☎613-8389

【対象】幼児～小学２年生
◎おはなしのじかん
【日時・対象】９月24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】９月28日㈬10時～12時
【内容】木暮正

ま さ

夫
お

作「救出」（アリス館）
◎えほんのへや
【日時】９月29日㈭15時半～16時
【対象】幼児～小学２年生
■都南図書館（永井24☎637-3636）
◎おとぎのへや
【日時】毎週土曜、14時半～15時

【対象】幼児～小学生
■渋民図書館（渋民字鶴塚☎683-2167）
◎えほんのへや
【日時】10月１日㈯11時～11時半
【対象】幼児
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
◎絵本サロン
【日時】10月１日㈯～７日㈮（２日㈰と
３㈪は休み）、10時半～15時※１日㈯と
５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】９月28日㈬10時半～11時
【対象】幼児

申込書（市公式ホームページに掲載）
やはがきに、部門名と表にある必要事
項を記入し、〠020-0871中ノ橋通一
丁目８-３、東家内「全日本わんこそば
選手権実行委員会事務局」へ。ファク
ス654-8166でも受け付けます。９月
30日㈮必着。定員を超えた場合は抽選

申し込み

❶～❸は第３位まで表彰。盛岡わ
んこそば協議会が杯数以外の観点
から選ぶ特別賞もあるよ！

出場者
を募集

催　し

図　書

お知らせ

相　談


