もりけんに挑戦（27年度３級問題）（正解は12ページに掲載）
岩手初の水力発電所で、盛岡市の有形文化財に指定されている「旧宇津野発電所」は、下記のうち
どこにありますか。 ①国道46号沿い ②国道106号沿い ③国道282号沿い ④国道396号沿い

情報インデックス
相

触れ合い体験など【費用】無料【問】公
園みどり課☎639-9057

談

●民俗芸能鑑賞会～豪華共演！

日のプール・浴場利用券の提示で、浴場
利用券が当たるお菓子を先着300人に
プレゼント【問】ゆぴあす☎662-1414

場へどうぞ【問】同館☎637-3636

●家族介護者リフレッシュ交流会

▲

▲

△

家族介護者同士の交流会や、講演会、
●市立図書館へ行こう
軽体操を通じてリフレッシュしませんか。
【日時】10月23日㈰13時～15時【場
【日時】11月17日㈭14時～18日㈮11時
所】盛岡劇場（松尾町）
【内容】盛岡芸
民事全般について、弁護士に相談で
市立図書館（高松 一）で次のイベン
半の１泊２日【場所】ホテル紫苑（繫字
妓と盛岡山車音頭、滝の下さんさ踊り、
きます。
【相談時間】1人20分【場所】
トを開催します。いずれも同館☎661湯ノ舘）
【対象】市に住所があり、次の
簗川高舘剣舞が共演【費用】無料。当日、 4343で先着順に電話か直接受け付け。
市役所別館６階の広聴広報課内、市民
ような人を自宅で介護する同居家族
会場へどうぞ【問】同劇場☎622-2258
相談室【定員】各回10人 くらしの法
費用無料です。 第70回読書週間記念
律相談【日時】11月分は14日㈪・28日
講演会【日時】10月30日㈰14時～16時
介護度１以上の高齢者 認知症の高齢
●動物公園へ行こう
㈪、10時～15時【対象】市に住所があ
【内容】さわや書店フェザン店の田口幹
者 身体に重度の障がいがあり１人で
る人【申し込み】希望相談日の前週の
の外出が難しい人【定員】25人※初め
動物公園（新庄字下八木田）で次のイ
人店長が「本のあるくらし～旬な本との
月曜、９時から同課の予約専用電話☎
ての人優先【費用】無料【申し込み】10
ベントを開催。いずれも定員30人で、開
出会いかた～」と題して講演【定員】50人
626-7557で先着順に電話受け付け
月20日㈭10時から、市社会福祉協議会
始10分前から各申込場所で先着順に受
【申込開始】10月18日㈫10時 つくって
☎651-1000で先着順に電話受け付け
け付け。入園料が必要です。
【問】同公
あそんでこども図書館まつり【日時】11
無料法律相談【日時】毎週水曜、10時
園☎654-8266 バードコールを作ろ
月６日㈰14時～15時45分【内容】工作
～15時【申し込み】希望相談日の前週
●盛岡地域起業家セミナー
とゲーム遊び【対象】４歳～小学生【定
の水曜（11月30日分は11月16日）、９
う【日時】10月23日㈰・30日㈰、13時
員】30人【申込開始】10月25日㈫10時
時から盛岡法律相談センター☎623 半～14時半【内容】鳥を呼び寄せる音
【日時】12月３日㈯15時～17時【場所】
5005で先着順に電話受け付け
が出る道具を作る【申込場所】動物資
リリオ（大通一）
【内容】「起業家塾＠
●もりおか昔話
料館前 森のノネズミ探検隊【日時】
もりおか」講師の星野剛さんらによる討
●休日納付相談
10月23日㈰13時半～14時半【内容】園
論会【対象】盛岡地域での起業・創業
「申」がテーマの昔話をナレーターの
内のノネズミをわなで捕らえて観察【申
に関心がある人【費用】無料※終了後
小野寺瑞穂さんと畑中美耶子同館長が
【日時】10月23日㈰９時～16時【場所】
込場所】子供動物園
の交流会参加は4000円【申し込み】も
納税課（市役所別館２階）、健康保険課
盛岡弁で語ります。
【日時】10月30日㈰
のづくり推進課☎626-7551で電話や
（同１階）
【内容】市民税や固定資産税、
14時～15時【場所】もりおか歴史文化館
●てがみ館「文豪たちの原稿展」
市公式ホームページなどで受け付けま
国民健康保険税の納付と、納付相談の
（内丸）
【費用】無料。当日、会場へどう
す。11月28日㈪17時締め切り
受け付け【問】納税課☎613-8462
【日時】10月25日㈫～来年２月13日㈪、 ぞ【問】同館☎681-2100
９時～18時【場所】盛岡てがみ館（中ノ
●企画展ギャラリートーク
橋通一）
【内容】与謝野鉄幹・晶子や、
鈴木彦次郎らの直筆原稿を展示【費用】
開催中の企画展について、担当者な
入館料が必要【問】同館☎604-3302
どが解説します。いずれも入館料が必
要。当日、会場へどうぞ。 「啄木と北
●ホセ・マリア・シシリア展
●老人の意見発表大会
●市立幼稚園の願書受け付け
海道～新運命を開拓せん」
【日時】10
月30日㈰・11月27日㈰・12月25日㈰、
【日時】12月25日㈰まで、10時～17時半
豊富な人生経験で培った意見・思い
11月１日㈫から、市立各幼稚園で29
14時～14時半【場所】石川啄木記念館
【場所】もりおか啄木・賢治青春館（中ノ
を高齢 者が発 表します。【日時】10月
年度入園願書の受け付けを始めます。
（渋民字渋民）
【問】同館☎683-2315
橋通一）
【内容】スペインの代表的現代
26日㈬13時半～15時半【場所】市民文
【問】太田幼稚園☎659-0597、米内
美術家、ホセ・マリア・シシリアの作品を
化ホール（盛岡駅西通二）
【費用】無料。 「常磐津林中～花盛岡街賑」
幼稚園☎667-2151、つなぎ幼稚園☎
【日時】
展示【費用】無料【問】同館☎604-8900
当日、会場へどうぞ【問】長寿社会課内、 11月３日㈭11時半～12時、12月３日㈯
689-2555、好摩幼稚園☎682-1300
もりおか老人大学事務局☎603-8003
10時半～11時【場所】先人記念館（本
●「都南の先人 宮崎求馬」展
●都市計画変更の縦覧など
宮字蛇屋敷）
【問】同館☎659-3338
●素敵なまちの映画会
【日時】10月15日㈯～12月11日㈰、９
市は、盛岡広域都市計画の用途地域
●図画コンクール入賞作品展示
時～16時【場所】都南歴史民俗資料館
と下水道の変更案を作成するに当たり、
【日時】10月26日㈬13時半～16時35
（湯沢１）
【内容】私立図書館「宮崎文
原案の縦覧などを表１のとおり開催し
分【場所】リリオ（大通一）
【内容】
「県
きれいな街づくり運動図画コンクール
庫」を開設した宮崎求 馬 について紹介
ます。
【変更地区】高松地区（旧盛岡競
政ニュース（昭和44年）」
「次郎物語」
と花の児童画コンクールの入賞作品を
馬場跡地の一部）と大平地区
【定員】先着70人【費用】無料【問】盛
展示します。
【日時・場所】11月２日㈬
【費用】無料【問】同館☎638-7228
岡大通商店街事務局☎623-7131
～６日㈰は都南公民館（永井24）、11
●不来方大学院文化祭
●議会報告会を開催
月23日㈬～28日㈪はマリオス展望室
作品展示・舞台発表会
●潜在保育士の再就職を支援
（盛岡駅西通二）。時間はいずれも９時
市議会の活動報告と、議員との意見
～18時【問】環境企画課☎613-8419
交換を行います。
【日時・場所】11月１日
不来方大学院生が活動の成 果を披
保育士として再就職を考えている人を
㈫は見前地区公民館（津志田中央二）
露します。費用無料。当日会場へどうぞ。 対象に、最新の保育事情や、子ども・保
●都南図書館コンサート
と加賀野老人福祉センター（加賀野四）、
【日時】 作品展示：10月21日㈮～23日
護者との関わり方などに関する研修会
「T
onan's
B
ar」
11月２日㈬は土淵地区活動センター（前
を開催します。
【日時】10月28日㈮９時
㈰、９時～16時※23日は12時まで 舞
潟四）と桜城老人福祉センター（大 通
50分～16時半※午前か午後のみの受講
台発表：10月22日㈯12時～15時【場所・
【日時】11月５日㈯18時半～19時半【場
三）。時間はいずれも19時～20時半【費
も可【場所】ふれあいランド岩手（三本
問】中央公民館（愛宕町）☎654-5366
所】都南図書館（永井24）
【出演】岩手
用】無料。当日、会場へどうぞ。詳しくは
柳８）
【費用】無料【申し込み】10月25
大ジャズ研究会【費用】無料。当日、会
●たかまつワンだふるカフェ
日㈫12時まで、県保育士・保育所支援
表１ 都市計画変更の縦覧日程など
～ワンちゃんと一緒に楽しもう
センター☎637-4544で電話受け付け
開催種別
日時
場所
問
変更の縦覧 10/19㈬～11/１㈫ ①都南分庁舎２階の都市計画
【日時】10月22日㈯10時～15時【場
●ゆぴあす「ドキドキハロウィン」 ①用途地域 （土・日曜を除く） 課②上下水道局３階の下水道 用途地域については都市計
所】高松公園（旧盛岡競馬場跡地公園
画課☎639-9051、下水道
②下水道
８時半～17時半
整備課
については下水道整備課☎
ゾーン）
（上田字堤頭）
【内容】専門家
【日時】10月30日㈰10時～20時半【場
説明会
10/19㈬14時～
623-1411
都南分庁舎４階大ホール
公聴会
11/８㈫14時～
による犬のしつけ教室やセラピー犬との
所】ゆぴあす（上田字小鳥沢）
【内容】当

●無料の法律相談
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地から改葬する人を除く【申し込み】市
営墓園管理事務所（新庄字上八木田）
と市保健所企画総務課に備え付けの申
●公民館で企画展をプロデュ－ス！
込用紙に必要事項を記入の上、いずれ
中央公民館の企画展示室を活用する、 かへご提出ください。11月２日㈬17時
必着。使用区画は公開抽選【問】同課
柔軟な発想による企画を募集します。応
☎603-8301
募資格などについては、市公式ホームペ
ージをご覧ください。
【申込期限】11月
●赤い羽根共同募金に協力を
11日㈮17時【問】同館☎654-5366
地域福祉活動のため、共同募金にご
●国保運営協議会委員を募集
協力ください。
【期間】10月～12月【問】
市社会福祉協議会内、県共同募金会盛
市は、国民健康保険（国保）に関する
岡市共同募金委員会☎651-1000
条例改正や税率などについて検討する
委員を１人募集します。
【任期】29年１
●市の推計人口（９月１日現在）
月１日から２年間【応募資格】次の全て
に該当する人①市内に１年以上住んで
【人口】29万6799人（男＝14万718人、
いる②市国保の被保険者である③平日
女＝15万6081人）
【対前月比】39人増
の日中に開く年３回程度の会議に出席
【世帯数】12万9860世帯【問】企画調
できる【応募期限】11月14日㈪17時半。 整課☎613-8397
応募多数の場合は選考。応募方法など
詳しくは、市公式ホームページをご覧く
ださい【問】健康保険課☎626-7527

議会事務局議事総務課☎613-8314へ
お問い合わせください

図

●市営墓園の使用者を募集
市は、新庄墓園の芝生墓地と青山墓
園の普通墓地の使用者を表２のとおり
募集します。
【対象】市に住民登録があ
り、埋蔵する焼骨と火葬許可証を持って
いる人※市営墓園を使用中の人と他墓

▲
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墓園の募集区画など
墓園・問い合わせ
面積
区画数
使用料
管理料
新庄墓園（新庄字上八木田）
４平方㍍（２㍍×２㍍）
９区画 ７万6000円 年2000円
☎651-4023
３平方㍍（２㍍×1.5㍍） ５区画 20万4000円 年600円
青山墓園（みたけ一）
☎641-6244
４平方㍍（２㍍×２㍍）
１区画 27万2000円 年800円
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■渋民図書館（渋民字鶴塚☎683-2167）
◎えほんのへや
【日時】11月５日㈯11時～11時半
■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
【日時】10月26日㈬10時半～11時
■西部公民館
（南青山町☎643-2288）
◎ふたばおはなし会
【日時・対象】11月２日㈬、10時～10
時40分は１歳３カ月～３歳、10時50分
～11時10分は１歳３カ月未満

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
あべ菜園内科クリニック
菜園二丁目５-29
623-7000
内
藤島内科医院
愛宕町４-18
622-4453
606-5100
外 菊池整形外科・形成外科クリニック 清水町５-22
小 菅野小児科医院
山岸二丁目11-36
622-4448
10/23 歯 中ノ橋歯科クリニック
中ノ橋通一丁目11-20
653-5233
公園通薬局
菜園二丁目５-29菜園志和ビル１階 626-5656
㈰
あたご薬局
愛宕町２-38
621-8411
清水町５-18
654-7253
薬 清水町調剤薬局
アップル薬局山岸
山岸二丁目９-24
623-6633
工藤薬局
山岸二丁目12-15
623-4790
たけ循環器内科クリニック
北飯岡一丁目２-70
656-5855
内 かねこ内科クリニック
月が丘一丁目１-63
647-3333
八角病院
好摩字夏間木70-190
682-0201
外 鈴木整形外科
本宮字石仏20-１
658-0202
10/30 小 小林小児科クリニック
三本柳11-12-４
638-0404
歯 コバヤシデンタルクリニック 中央通二丁目10-15
604-8848
㈰
本宮センター薬局
北飯岡一丁目２-71
656-5867
みつばち薬局
月が丘一丁目１-63
647-3888
薬
せいなん薬局
本宮小板小瀬13-11
656-2220
ワカバ薬局都南店
三本柳11-12-１
637-6011
※10月16日㈰の休日救急当番医・薬局については10月１日号をご覧ください

はなのもりおかちまたのにぎわい

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。
戸数は各１戸です。
【入居可能日】12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】10月19日㈬～25日㈫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。本人かそ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
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■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎えほんのへや
【日時】10月20日㈭15時半～16時
【対象】幼児～小学生
◎おはなしのじかん
【日時・対象】10月22日㈯、11時～11

表２

め

ト

書

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】10月26日㈬10時～12時
【内容】森絵都作「カラフル」
（理論社）
◎かみしばいのへや
【日時】10月27日㈭15時半～16時
【対象】幼児～小学生
■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

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！

広

告

表

入居者を募集する市営住宅

応募できる世帯
高・障 単身 一般
○
○
谷地頭アパート（厨川五）
○
○ ○
○
○
前九年アパート（前九年三）
○
○ ○
○
○
○
北厨川アパート（厨川二）
○
○
青山一丁目アパート（青山一）
○
○
○
青山西アパート（青山三）
○
○
○
川目アパート（東山一）
○
○ ○
車いす常用
仙北西アパート（西仙北一）
○
○
○
○
○
○
月が丘アパート（月が丘三）
※エレベーター付き
○
○
見前アパート（東見前９）
○
柿の木アパート（西見前12）
○
○
夏間木第２団地（好摩字芋田向）
○
○
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）

広

階数
２階
５階
３階
４階
１階
２階
４階
２階
１階
４階
１階
５階
１階
４階
４階
２階
３階
１階
４階
平屋

家賃

間取り

１万1300円～２万2200円 ６・4.5・３・DK
１万7900円～３万5100円
１万7600円～３万4500円
１万8800円～３万6900円
１万3500円～２万6600円
１万8200円～３万5700円
２万4500円～４万8200円
２万2000円～４万3100円
２万4500円～４万8200円
１万5500円～３万 400円
１万5000円～２万9400円
１万8800円～３万6900円
２万1000円～４万1300円
２万3100円～４万5400円
２万4300円～４万7800円
２万4700円～４万8400円
２万7400円～５万3800円
１万8000円～３万5400円
１万2300円～２万4200円

６・６・4.5・DK
６・６・4.5・DK
６・4.5・３・DK
６・６・4.5・DK
８・６・５・DK
８・６・DK
８・６・５・DK
６・６・３・DK
８・６・DK
８・６・５・DK
８・６・DK
7.5・６・DK
８・６・６・DK
６・６・4.5・DK
８・DK

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
車いす常用：下肢または体幹に身体障害者手帳２級以上
の障がいがあり、車いすを常用する人がいる世帯
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［広報もりおか 28.10.15］11

