もりけんに挑戦（27年度３級問題）❾（正解は10ページに掲載）
岩手の障がい者教育の父とされ、「岩手盲啞学校」を設立した人は誰ですか。
①柴内魁三 ②三田俊次郎 ③冨田小一郎 ④南部英麿

情報インデックス
相

談

●夜間納付相談
【日時】①10月4日㈫・６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）
【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

●リハビリ無料相談会
【日時】10月６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

●成年後見相談
【日時】10月６日㈭・20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で電話受け付け

●補聴器無料相談会

場所】10月７日㈮は都南公民館（永井
24）、14日㈮は盛岡タカヤアリーナ（本
宮五）、11月１日㈫は高松地区保健セン
ター【対象】0～3歳の子と保護者
■市立保育園の一斉園開放(13園)
【日時】10月11日㈫・18日㈫・25日㈫、
9時半～11時【対象】０歳～就学前の子
と保護者や妊婦
■マタニティサロン
【期日】10月19日㈬【場所】とりょう保
育園（肴町）
【対象】初妊婦【内容】出
産後の生活についてアドバイス【申し込
み】同園☎651-8580で電話受け付け

●いわて就職面接会
【日時】
10月７日㈮13時～16時半【場所】
岩手産業文化センター（滝沢市）
【対象】
来年３月卒業・修了予定で県内に就職希
望の学生や既卒者、一般求職者など【問】
ふるさといわて定住財団☎653-8976

●食と工芸秋まつり2016
【日時】10月８日㈯～10日㈪、９時～16
時【場所】盛岡手づくり村（繫字尾入野）
【内容】盛岡広域の郷土食を集めた屋
台や工芸品の実演販売など【問】同手づ
くり村☎689-2201

【日時・場所】10月19日㈬、10時～11時
半は市立地域福祉センター（手代森14）、
●企画展「ハラケイ入門
13時半～15時は市立身体障害者福祉セ
～いちから分かる原敬～」
ンター（若園町）
【申し込み】地域福祉
センター☎696-5640で電話受け付け
【日時】10月８日㈯～12月25日㈰、９
時～17時【場所】原敬記念館（本宮四）
▶ギャラリートーク【日時】10月29
日㈯13時半～14時15分【費用】入館
料が必要【問】同館☎636-1192

催

し

●澤田哲郎展～生涯三万マイ～
【日時】10月１日㈯～31日㈪、9時～19
時（入館は18時半まで）
【場所】もりお
か町家物語館（鉈屋町）
【費用】無 料
【問】同館☎654-2911

●企画展
「常磐津林中～花盛岡街賑～」
とき わ

づ り んちゅう

【日時】10月１日㈯～12月４日㈰、
９時～
17時（入館は16時半まで）
【場所】先人
記念館（本宮字蛇屋敷）▶ギャラリート
ーク【日時】10月２日㈰13時半～14時【費
用】入館料が必要【問】同館☎659-3338

●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時から
11時半まで。参加無料。当日会場へど
うぞ。▶ぴよぴよルーム【期日・場所】
10月４日㈫ は高 松地区保 健センター
（上田字毛無森）、28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・
広

告

８［広報もりおか 28.10.１］

●企画展「縄文人の精神
～盛岡の縄文時代中期の装飾～」
【日時】10月８日㈯～来年１月15日㈰、
9時～17時（入館は16時半まで）
【場所】
遺跡の学び館（本宮字荒屋）
【費用】入
館料が必要【問】同館☎635-6600

●動物公園に行こう
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▶動物公園
まつり【日時】10月９日㈰・10日㈪、９
時半～16時半【内容】出店や動物クイ
ズ大会、バナナ早食い大会など▶大人
の１日飼育係体験【日時】10月22日㈯
８時半～17時【対象】高校生以上【定
員】30人【申し込み】同園で電話受け
付け。定員を超えた場合は抽選

●近代化遺産全国一斉公開
【日時・場所】10月12日㈬～14日㈮、
メイン会 場の米内浄水 場水道 記念 館
（上米内字中居）は10時～16時、旧第
九十銀行本店本館（中ノ橋通一）と岩手

銀行（旧盛岡銀行）旧本店本館（中ノ橋
通一）、県公会堂（内丸）、旧南部家別
邸（愛宕町）の時間はお問い合わせく
ださい【費用】無料【問】歴史文化課☎
639-9067

●もりおか市場まつり

【日時】10月16日㈰９時～14時【場所】
市中央卸売市場（羽場10）
【内容】模擬
せり市やマグロの解体実演、フリーマー
ケット、生鮮市、食品市など。都南バス
●ＪＩＣＡボランティア2016
ターミナル（津志田西二）と岩手飯岡駅
体験談＆説明会
から無料シャトルバスを運行【費用】無
【日時】10月13日㈭18時半～20時半、 料【問】同市場☎614-1000
23日㈰10時～12時【場所】マリオス
●おかあさんコーラスの集い
（盛岡駅西通二）【内容】活動の概要
【日時】10月16日㈰12時半～16時【場
や体験談を聞く※入退場自由【問】国
所】市民文化ホール（盛岡駅西通二）
際協力機構東北支部☎022-223-4772
【費用】500円。中学生以下無料【問】
●科学談話会
市婦人合唱協議会☎697-6264
【日時】10月14日㈮18時半～20時【場
●私たちの作品展
所】市立図書館（高松一）
【内容】岩手大
の梶原昌五准教授が「東日本大震災大
【日時】10月19日㈬～23日㈰、10時～
津波後の岩手大学による三陸水産業復
17時（23日は16時まで）
【場所】市民文
興支援」と題し講演【費用】無料。当日、 化ホール（盛岡駅西通二）
【内容】市内
会場へどうぞ【問】同館☎661-4343
で活動する絵画や手芸、工芸、写真な
どのサークル団体の作品展【費用】無料
●森林総合研究所一般公開と
【問】同展実行委員会☎661-4454
ジ

ャ

イ

カ

しょう ご

公開講演会

【日時】10月15日㈯10時～15時半【場
所】森林総合研究所東北支所（下厨川
字鍋屋敷）
【内容】森林に親しむための
自然観察会や展示・相談など。詳しくは
同支所ホームページをご覧ください。来
場者には苗木をプレゼント【費用】無料
【問】同支所☎641-2150

●中津川べり
フォークジャンボリー
【日時】10月15日㈯～16日㈰、10時～21
時（16日は20時まで）
【場所】プラザお
でって（中ノ橋通一）
【内容】アマチュアフ
ォークシンガーによるコンサート【費用】
前売り500円、当日800円。前売り券は
プラザおでって観光文化情報プラザで
販売中【問】同実行委員会☎688-0764

●盛岡弁で語る昔話
【日時】10月15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
アによる語り【定員】先着50人【費用】
展示室入場料が必要【問】同館☎6812100
みず ほ

●ぬいぐるみおとまりかい
【日時】10月15日㈯11時～11時半、16
日㈰14時～16時【場所】都南図書館（永
井24）
【内容】ぬいぐるみと一緒におは
なし会へ参加し、ぬいぐるみだけ同館
へお泊り。翌日、お泊り会の様子をアル
バムにしてプレゼント【対象】未就学児
【定員】１０人【費用】無料【申し込み】
10月８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

●公開講座「ひきこもりと家族
の対応について」
【日時】10月19日㈬13時半～15時【場
所】市保健所（神明町）
【対象】市内在住
でひきこもりの人を家族にもつ人など【定
員】80人【費用】無料【申し込み】県央
保健所☎629-6574で電話受け付け

●もりげきライヴ
【日時】
10月19日㈬19時～21時【場所】盛
岡劇場（松尾町）
【出演】アウロボーラー
【費用】前売り1000円、当日1200円。小
学生以下無料【問】同劇場☎622-2258

●ふれあい広場
【日時】10月～12月の毎週木曜（祝日と
10月6日を除く）、11時～13時【場所】市
役所本館１階ホール【内容】障がい者施
設の通所者による菓子や手芸品などの
販売【問】障がい福祉課☎613-8346

●民謡まわり舞台in姫神ホール
【日時】11月12日㈯13時半～15時半
【場所】姫神ホール（渋民字鶴塚）
【費
用】無料。ただし整理券が必要。10月
10日㈪から同ホールや市民文化ホール
（盛岡駅西通二）などで配布。１人２枚
まで【問】姫神ホール☎683-3526

●子ども科学館へ行こう
子ども科学館（本宮字蛇屋敷）で表と
次のとおりイベントを開催します。
【問】
同館☎634-1171▶「かがく」とあそぼう
～親子のための実験教室【日時】11月
26日㈯、10時半～11時半と13時半～14
時半【内容】磁石を使った実験【対象】４

◎かみしばいのへや
【日時】10月７日㈮10時半～11時
【日時】10月13日㈭15時半～16時
【対象】０～４歳
【対象】幼児～小学２年生
◎わくわくおはなし会
◎おはなしころころ
【日時】10月８日㈯11時～11時半
●違反建築防止週間
【日時・対象】10月14日㈮、10時20分
【対象】４歳～小学生
～11時は１歳３カ月以上の幼児、11時
10月15日～21日は違反建築防止週
■上田公民館（上田四☎654-2333）
間。市は期間中、公開パトロールを実施。 10分～11時半は１歳２カ月以下の乳児
◎なかよしおはなし会
■都南図書館（永井24☎637-3636）
また、17日㈪～21日㈮の９時～17時に
【日時】10月12日㈬10時半～11時
※12月下旬まで外壁修繕を行っていま
都南分庁舎２階の建築指導課に相談所
【対象】幼児
●市立総合プールの利用制限
す。ご不便をおかけしますがご協力を
を開設します。
【問】同課☎639-9054
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
お願いします
◎ふたばおはなし会
市立総合プール（本宮五）は、大会な
●高齢者世帯などへ寝具類
◎映画会「宮沢賢治と過ごす一日」
【日時・対象】10月５日㈬、10時～10時
どのため、次の期間は利用できません。
洗濯乾燥消毒サービスを実施
宮沢賢治原作のアニメや影絵の映画
40分は１歳３カ月～３歳の幼児、10時50
【期間】10月18日㈫～26日㈬・30日㈰
を５作品上映します。
分～11時10分は０～１歳３カ月の乳幼児
【問】同プール☎634-0450
寝具類を事業者が預かり、洗濯など
【日時】10月10日㈪、10時～12時と14
◎おはなしのひろば
をして配達します。
【対象】介護度３以
●地域包括支援センターの移転
時～16時
【日時】10月15日㈯10時半～11時10分
上または重度の障がいにより、寝具類の
【対象】幼児・小学生
イーハトーブ地域包括支援センターが、 管理が難しい高齢者のみの世帯などで、 【定員】各80人。当日、会場へどうぞ
◎おはなしのじかん
本年度、同サービスを利用していない人
10月３日㈪に移転します。電話番号に変
【日時】10月12日㈬11時～11時半
【定員】30人【費用】無料【申し込み】
更はありません。
【新住所】本宮一丁目６
【対象】幼児
担当のケアマネージャーか長寿社会課
-48【問】同センター☎636-3720
◎おとぎのへや
☎603-8003へ、10月19日㈬17時まで
●もりおか映画祭の休止
【受付時間】９時～17時
【日時】毎週土曜、14時半～15時
に電話または直接申し込み
※当番院が変更になることがありますので、
【対象】幼児～小学生
本年度のもりおか映画祭は休止し、来
●大規模な土地取引後は届け出を
事前に電話で確認してからご利用ください
■渋民図書館（渋民字鶴塚☎683-2167）
年２月に「映画フェア」を開催予定です。
詳しくはあらためてお知らせします。
【問】
月日
接骨院名
電話番号
10月は土地月間。次のような大規模
◎えほんのへや
10/２ 小笠原整骨院（好摩字上山） 682-0106
同映画祭実行委員会☎613-8389
な土地を購入した場合は、土地の売買
【日時】10月19日㈬15時半～16時
10/９ あきもと接骨院（北飯岡二） 681-3186
契約を結んだ日から２週間以内に届け出
【対象】小学１～３年生
10/16 村上整骨院（青山一） 645-2313
●新婚世帯の転居費用などへ補助
が必要です。①市街化区域2000平方㍍
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
10/23 ひかり整骨院中の橋（中ノ橋通一） 651-0480
以上②都市計画区域（①を除く）5000
◎おひざにだっこの会
28年10月１日以降に婚姻した、所得
10/30 みかわ接骨院（西仙北一） 681-2577
平方㍍以上③その他の区域１万平方㍍
300万円未満の世帯に、住居費用など
以上【問】企画調整課☎613-8394
を補助します。補助上限は18万円。予
算がなくなり次第終了します。希望する
人は、市役所本館５階の子ども未来課
内：内科、外：外科・整形外科、小：小児科、歯：歯科、薬：薬局
に備え付けの申請書に必要書類を添え
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。
て、同課へ持参。来年３月31日㈮17時
日 区分
名称
所在地
電話番号
締め切り。詳しくはお問い合わせくださ
■市立図書館（高松一☎661-4343）
やまだ胃腸内科クリニック
津志田中央二丁目18-31
614-0180
内
い。
【問】同課☎613-8356
◎えほんのへや
澤田内科医院
上田一丁目６-11
654-1007
【日時】10月６日㈭15時半～16時
外 遠山病院
下ノ橋町６-14
651-2111
●育児サークルへヨガ講師派遣
【対象】幼児～小学２年生
小 前多小児科クリニック
盛岡駅前通９-10丸善ビル５階 601-7478
10/９
歯 開運橋歯科クリニック
開運橋通２-34
654-5841
◎おはなしのじかん
ベビーヨガや親子ヨガを体験してみま
㈰
津志田薬局
津志田中央二丁目18-23
614-9986
【日時・対象】10月８日㈯、11時～11時
せんか。
【期間】10月１日㈯～11月30日
上田薬局
上田一丁目６-９
625-5612
薬
20分は４歳～小学１年生、11時半～12
㈬【対象】親子３～10組程度までの市
下ノ橋薬局
下ノ橋町７-31
604-0234
時は小学２年生以上
内の育児サークル【費用】講師の交通費
こまち薬局
盛岡駅前通９-10
652-7581

～５歳程度の子と保護者【定員】各10組
【費用】各200円【申し込み】11月５日㈯
９時から同館☎634-1171で先着順に電
話または直接受け付け

（実費）
【申し込み】日本ヨガ連盟岩手
担当の梅原さん☎080-5509-0707へ
10月15日㈯までに電話申し込み

お知らせ

接骨院の日曜当番

図

表１

子ども科学館の各種イベント
イベント名
日時
10/9～30の日曜と祝
ワークショップ「ペ
日、10時半～12時と14
ットボトル空気砲」
時～15時半
サイエンスショー
10/９～30の日曜と祝
「動かしまショー」 日、13時～13時20分
10/15㈯～16㈰、９時
ふれあいミニ移動動
～12時と13時半～16時
物園Ricky（リッキー）
半※大雨・強風時は中止
11/３㈭
中高生による
10時～と11時～、13時
科学実験ショー
～、14時～（各30分間）
11/５㈯
①18時～18時半
②18時半～20時
ナイトミュージアム
③19時～19時半（17時
半から受付でチケット
を販売）
★展示室の入場料が必要

広

休日救急当番医・薬局

書

本宮Ｃクリニック
向中野三丁目10-３
631-2381
緑ヶ丘消化器内科医院
緑が丘三丁目２-34
662-7177
外 緑が丘整形外科
緑が丘三丁目２-45
664-1555
10/10 小 さいとう小児科クリニック
月が丘二丁目２-60
643-7171
㈪
歯 かみはら歯科医院
中ノ橋通一丁目８-21
654-4181
リーフ薬局
向中野三丁目10-10
656-5877
薬 エメラルド緑が丘店
緑が丘三丁目２-35
665-3360
よつば薬局
月が丘二丁目２-59
643-2888
むらまつクリニック
東仙北一丁目３-７
635-5110
内 おおひら内科・循環器科クリニック 梨木町２-２
606-3765
秋浜内科クリニック
渋民字駅103
683-2333
外 さかもと整形外科
天神町11-３
623-8555
小 川久保病院
津志田26-30-１
635-1305
10/16
歯 かめだ歯科医院
本宮三丁目46-31
634-0777
㈰
エメラルド薬局仙北店
東仙北一丁目３-48
656-5331
ぺんぎん薬局
梨木町２-14
652-3345
渋民字駅104
669-5800
薬 たくぼく薬局
ヨシダ調剤薬局
天神町11-４
625-8148
オーロラ薬局
南仙北三丁目２-30
635-1233
※10月２日㈰の休日救急当番医・薬局は、広報もりおか９月15日号をご覧ください
内

内容（費用）
ペットボトルで空気砲を作る
（各150円）
科学・技術を利用して重いもの
を動かす実験（無料）★
フクロウやウサギなどとの触れ
合い
（無料）★
岩手大付属中と盛岡三高の生徒
による実験ショー
（無料）★
①今夜の星空みどころ案内（無料）
②星を見る会※悪天候時はダジ
ックアース（無料）
③星と音楽のプラネタリウム
愛の歌コンサート（４歳～中学
生200円、高校生以上500円）

定員
各回
35人
なし
なし
なし
①③
160
人
②
なし

告

［広報もりおか 28.10.１］９

