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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）�（正解は10ページに掲載）
樺太・北海道に赴き、アイヌのワカルパ・コポアヌや知里幸恵、金成マツらと協力し、アイヌ抒情詩の存
在を明らかにした盛岡出身の人物は誰ですか。　①煙山専太郎　②金田一京助　③森口多里　④森嘉兵衛

末調整の仕方や給与の支払い報告書の
記入方法、個人番号制度に関わる説明
など【対象】主に企業の経理担当者など
【問】同税務署☎622-6141

●水道管の解凍の仕方講習会
【日時】11月30日㈬14時～16時【場
所】キャラホール（永井24）【内容】水
道管の凍結防止と安全な解凍方法の説
明と実演【費用】無料。当日、会場へど
うぞ【問】給排水課☎623-1411

●選挙人名簿の縦覧
【日時】12月３日㈯～７日㈬、８時半～
17時【場所】市選挙管理委員会事務局
（市役所本館８階）【内容】12月２日に
新たに登録される人（平成10年12月２
日以前に生まれ、平成28年９月１日まで
に住民基本台帳に登録された人）の名
簿を縦覧【問】同事務局☎626-7582

●放置した森林の手入れを
　任せてみませんか
　県は、木の健全な成長を助け、水源か
ん養などの森林機能を守るため、無償
で間伐を行います。【対象・条件】次の
全てに該当する森林①木材価格の低迷
などにより間伐の手入れが行えなかった
スギ、カラマツなどの針葉樹の人工林で
ある②林齢が16～50年生である③面積
が計１㌶以上（１カ所当たり0.3㌶以上）
である④今後20年間は皆伐を行わない
【問】盛岡振興局林務部☎629-6612

●油漏れに注意
　冬になると例年、家庭や事業所から
の灯油漏れにより、河川などの水質汚
濁事故が多発します。タンクの配管を
確認するほか、給油中はその場を離れ
ないなど、油漏れに注意しましょう。ま
た、油漏れ事故が起きたときや河川で
油膜や油臭を確認したときは、環境企
画課☎613-8419または盛岡消防本部
☎622-0119へ連絡してください。【広
報ID】1010344

●市の推計人口（10月１日現在）
【人口】29万6670人（男＝14万692人、
女＝15万5978人）【対前月比】91人減
【世帯数】13万738世帯【問】企画調
整課☎613-8397※数値は、27年国勢
調査確報値に毎月の異動分を増減した
ものです

■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎えほんのへや

【日時】11月17日㈭15時半～16時
◎かみしばいのへや
【日時】11月24日㈭15時半～16時
◎おはなしのじかん
【日時・対象】11月26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
◎科学談話会
【日時】11月24日㈭18時半～20時
【内容】「千の用途を持つ素材『粘土』～
生命の起源から医薬品まで～」と題して
岩手大の會

あい

澤
さわ

純
すみ

雄
お

准教授が講演
◎おはなしころころ
【日時・対象】12月２日㈮、10時20分
～11時は１歳３カ月以上の幼児、11時
10分～11時半は１歳２カ月以下の乳児
■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
■渋民図書館（渋民字鶴塚☎683-2167）
◎えほんのへや
【日時】12月３日㈯11時～11時半
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
◎おひざにだっこの会
【日時】11月18日㈮・12月２日㈮、10
時半～11時
【対象】０～４歳
◎絵本サロン
【日時】12月１日㈭～12月７日㈬、10
時半～15時
【内容】絵本の展示やクイズラリーな
ど。３日㈯と７日の11時～11時半はおた
のしみ会を開催
■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会

●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】12月分は12日㈪・26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、
９時から同課の予約専用電話☎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】11月27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、納付相談の
受け付け【問】納税課☎613-8462

●女性の人権ホットライン強化週間
　11月14日㈪～20日㈰は女性の人権
ホットライン強化週間です。盛岡地方法
務局は、パートナーからの暴力やストー
カーなど女性を巡る人権問題の相談の
受付時間を、期間中延長します。【相談
電話】女性の人権ホットライン☎0570-
070-810【受付時間】月～金曜は８時
半～19時、土・日曜は10時～17時

●女性のための無料法律相談
　相続や成年後見、家族間の問題など
の相談に女性司法書士が応じます。【日
時】11月26日㈯10時～16時【場所】県
司法書士会館（本町通二）【対象】女性
【問】県司法書士会☎622-3372

●境界問題合同相談会
　土地の境界に関する相談に境界問
題相談センターいわてと盛岡地方法務
局の相談員が無料で応じます。【日時】
12月３日㈯10時～16時【場所】アイーナ
（盛岡駅西通一）【問】県土地家屋調
査士会☎622-1276

●もうひとつの進路合同説明会
【日時】12月10日㈯13時～16時【場
所】県公会堂（内丸）【内容】通信制・
単位制や特色のある高校、就労支援機
関による個別の進路相談【対象】中学
３年生や保護者、高校中退者、教員など
【費用】無料【申し込み】もりおか若者
サポートステーション☎625-8460に事

前の電話申し込みが必要

●「日を読む・南部絵
え

暦
ごよみ

」展
【日時】11月16日㈬～来年１月16日
㈪、９時～18時【場所】もりおか歴史文
化館（内丸）【内容】藩政時代に作られ
た、絵だけで表現された「田山暦」と「盛
岡絵暦」を紹介【費用】展示室入場料
が必要

▲

ギャラリートーク【日時】12月
11日㈰13時半～14時【内容】学芸員が
同展を解説【定員】約20人【費用】無料
【問】同館☎681-2100

●気象講演会
【日時】11月19日㈯14時～16時半【場
所】岩手大総合教育研究棟（上田三）
【内容】県内で近年発生した大雨や風
による災害を例に、気象台が発表する
防災気象情報の活用や風災害、防風林
について紹介【定員】200人【費用】無
料。当日、会場へどうぞ【問】盛岡地方
気象台☎622-7870

●「宮崎文庫」講演会
【日時】11月20日㈰13時半～14時半
【場所】都南歴史民俗資料館（湯沢１）
【内容】旧都南村の先人・宮崎求

もと

馬
め

が
創設した宮崎文庫についての講演【費
用】無料【問】同館☎638-7228

●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。開催場所や受け付け
方法などは、当日、入園口の係員にお尋
ねください。【問】同園☎654-8266

▲

動物勤労感謝の日【日時】11月23日㈬
12時～12時半【内容】日頃乗馬体験で
働いているポニーへ感謝を込めて餌やり
【費用】無料※入園料が必要

▲

無料開
園【期日】11月27日㈰【内容】当日の入
園料と駐車場代が無料

▲

ちょっと早い
クリスマス【日時】11月27日㈰10時半
～15時【内容】クリスマスにちなんだ工
作会やいろいろな動物へのプレゼント
作りなど【費用】無料
■冬季閉園
【期間】11月30日㈬～来年３月14日㈫

●南昌荘庭園の魅力と新たな視点
【日時】11月23日㈬13時半～16時【場
所】南昌荘（清水町）【内容】庭園の３D
化など最新技術による庭園の維持管理、
文化財的価値の高い庭園の魅力や鑑
賞方法などについて専門家が解説【対
象】小学生以上【定員】50人【費用】

300円【申し込み】当日13時から会場で、
先着順に直接受け付け【問】歴史文化
課☎639-9067【広報ID】1017321

●てがみ館ギャラリートーク
【日時】11月23日㈬14時～14時45分
【場所】盛岡てがみ館（中ノ橋通一）
【内容】企画展「文豪たちの原稿展」に
ついて、学芸員が解説【費用】入館料が
必要【問】同館☎604-3302

●子育てフォーラム
【日時】11月24日㈭10時～11時半【場
所】アイーナ（盛岡駅西通一）【内容】日
本アンガーマネジメント協会の関村和

かず

絵
え

さんによる子育てに関する講演など
【定員】90人【費用】無料。当日、会場
へどうぞ【問】市母親クラブ連絡協議
会事務局の山田さん☎618-4596

●女性スポーツ勉強会
【日時】11月25日㈮17時半～21時【場
所】アイーナ（盛岡駅西通一）【内容】女
性アスリートによるスポーツについての
講演とシンポジウム【定員】400人※託
児有り【費用】大学生など1000円、一
般3000円。高校生以下無料。申し込み
方法など詳しくは、いーはとーぶスポー
ツクラブ事務局☎622-1110へ

●もりとぴあねっとまつり
【日時】11月26日㈯13時～15時半【場
所】イオンモール盛岡南（本宮七）【内容】
本宮・太田地区の博物館６施設が、一堂
に集結。各館の特徴を生かした体験イベ
ントやステージショーを開催【問】歴史文
化課☎639-9067【広報ID】1009454

●石川啄木記念館ギャラリートーク
【日時】11月27日㈰14時～14時半【場
所】石川啄木記念館（渋民字渋民）【内
容】企画展「啄木と北海道～新運命を開
拓せん～」について学芸員が解説【費用】
入館料が必要【問】同館☎683-2315

●姫神寄席
【日時】11月27日㈰14時～16時【場所】
姫神ホール（渋民字鶴塚）【内容】柳

りゅう

亭
てい

市
いち

馬
ば

さんと古今亭菊
きく

之
の

丞
じょう

さんによる二
人会【費用】3500円※チケットは同ホー
ルと市民文化ホール、市内プレイガイド
で発売中【問】姫神ホール☎683-3526

●国際リニアコライダー
　県民集会
【日時】12月６日㈫14時～17時【場所】
中央公民館（愛宕町）【内容】県立大
の鈴木厚

あつ

人
と

学長による「ILC計画の現
状と地域へのインパクト」と題した講演

と、有識者によるパネルディスカッショ
ン【定員】300人【費用】無料。申し込
み方法など詳しくは、県ILC推進協議会
（盛岡商工会議所内）☎624-5880へ

●ギター・デュオ リサイタル
【日時】12月９日㈮19時～21時【場所】
キャラホール（永井24）【内容】荘

しょう

村
むら

清
きよ

志
し

さんと福田進
しん

一
いち

さんによるデュオリサ
イタル【費用】Ｓ席4000円、Ａ席3000
円。チケットは同ホールと市民文化ホー
ル、市内プレイガイドで発売中【問】キャ
ラホール☎637-6611

●パイプオルガンコンサート
【日時】12月23日㈮17時～18時【場
所】市民文化ホール（盛岡駅西通二）
【内容】オルガニストの渋澤久

く

美
み

さん
とチェロ奏者の三浦祥

しょう

子
こ

さんによる、ク
リスマス・チャリティコンサート【費用】
1000円（当日支払い）。入場整理券は
同ホールや盛岡劇場、キャラホール、姫
神ホールなどで11月17日㈭９時から配
布します。※売り上げは「いわての学び
希望基金」へ全額寄付【問】市民文化
ホール☎621-5100

●歴文館リーディングカフェ
【日時】12月25日㈰14時～15時【場
所】もりおか歴史文化館（内丸）【内
容】末

すえ

盛
もり

千
ち

枝
え

子
こ

さんをゲストに迎え、チ
ェンバロ演奏とともに、畑中美

み

耶
や

子
こ

館長
が末盛さんの著書を朗読【定員】15人
【費用】1000円【申し込み】11月20日
㈰10時半から同館☎681-2100で先着
順に電話受け付け

●市防犯活動推進協議会の
　委員を募集
　市は、防犯活動の推進に関して意見を
述べる委員を募集します。【期間】来年１
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年以上住んでいる
②平成８年４月１日以前生まれ③市の他
の委員を務めていない④平日の日中に開
く年１回程度の会議に出席できる【申込
期限】12月16日㈮。詳しくは市公式ホー
ムページをご覧ください【問】くらしの安
全課☎603-8008【広報ID】1017282

●年末調整説明会
　盛岡税務署は、次のとおり年末調整
に関する説明会を行います。【日時】11
月15日㈫、９時半～12時と13時～15時
半【場所】県民会館（内丸）【内容】年

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

11/20
㈰

内 鈴木内科医院 八幡町２-17 623-3038
ポランの内科クリニック 中央通一丁目７-25朝日生命盛岡中央通ビル 606-6010

外 しんたろうクリニック 本宮一丁目９-１ 631-3110
小 西島こどもクリニック 上田一丁目19-11 651-1369
歯 くろだ歯科医院 三ツ割五丁目７-５ 663-6601

薬

八幡町薬局 八幡町３-22 604-7770
鶴亀薬局 緑が丘一丁目１-37 663-3090
さくらの調剤薬局 本宮一丁目８-４ 681-0411
あおば薬局上田店 上田一丁目18-50 622-0370

11/23
㈬

内 大通胃腸科内科 大通一丁目３-４ 652-1825
中村内科医院 若園町２-５ 622-7103

外 向中野クリニック 向中野五丁目29-１ 613-2227
小 よしだクリニック 西仙北一丁目30-50 635-8341
歯 小林歯科医院 菜園二丁目７-33 ２階 654-1088

薬

東大薬局 上田三丁目６-38 622-3815
せいりゅう薬局 紺屋町６-24藤井ビル 623-1511
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
ひばり薬局 西仙北一丁目30-51 635-9797

11/27
㈰

内 荻野病院 本宮一丁目６-12 636-0317
二宮内科クリニック 愛宕町２-47 621-8181

外 くろだ脳神経・頭痛クリニック 神明町10-38 653-3522
小 吉田小児科 梨木町２-13 652-1861
歯 仙北坂歯科クリニック 本宮二丁目11-16 635-1641

薬

アポロ薬局 本宮一丁目６-11 636-4332
あたご薬局 愛宕町２-38 621-8411
あすなろ薬局 中ノ橋通一丁目14-９ 623-8880
レミディ薬局 中ノ橋通一丁目14-８ 652-1300
ぺんぎん薬局 梨木町２-14 652-3345

【日時】11月24日㈭10時半～11時
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
◎ちびっこ広場映画会
【日時】12月３日㈯10時半～11時40分
【対象】幼児・小学生

　広報もりおか10月15日号２～３ページに掲載した「あなたの避難先を確認しましょ
う」の表について、「自分の住む町名が表の所在地に無い」「どこに避難すればよいの
か」といった問い合わせが多く寄せられたので、内容を補足します。

▲

広報もりおか
10月15日号に
掲載した表

■表の「所在地」は施設の位置を表し
ています。施設に避難する人の「居
住地」ではありません

※市は、緊急時の施設の開場・受け入れの
しやすさなどから、市の施設を中心に避難
先を指定しています。そのため、町内会ごと
に避難施設があるわけではありません

■実際に住んでいる場所や災害の種別
　によって避難先が異なります
　例えば、同じ町内であっても、最寄り
の避難施設は、実際に住んでいる位置
によってそれぞれ異なります。また、図
のように、洪水と地震とでは、避難先が
異なる場合があります。
　いざというときのために、自宅や勤務
先など自分がよくいる場所でそれぞれ
の災害に遭遇したと想定し、どの避難
施設にどの経路で避難するのが最良か

10月15日号に掲載の「あなたの避難先を確認しましょう」を補足します

【内容】「ドナルドの雪合戦」「空をとん
だポウさん」ほか２本
◎おはなしのひろば
【日時】11月19日㈯10時半～11時10分
【対象】幼児・小学生

【問】危機管理防災課
　　　☎603-8031

を日頃から確認しておきましょう。

催　し

図　書

お知らせ

相　談

私の自宅から一番近い避難先
は避難施設Bね

地震の時の避難先は避難施設B
でいいけど、洪水の場合は避難
施設Cが最寄りの避難先になる
のね

同じように、会社で災害に遭っ
た時の避難先も確認しておくと
安心ね

（洪水の時は危険）

河川

避難施設C
（地震×洪水○）

避難施設B
（地震○洪水×）

洪水の時の避難先

地震の時の避難先

図

Aさん宅


