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情報インデックス

●夜間納付相談
　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】①12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

●成年後見相談
【日時】12月５日㈪・19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

●特設人権相談
　12月４日㈰～10日㈯の人権週間に合
わせ、人権相談所を特設。時間はいず
れも10時～15時。当日、会場へどうぞ。
【期日・場所】12月６日㈫はプラザおで
って（中ノ橋通一）、９日㈮は都南分庁
舎（津志田14）、13日㈫はカワトク（菜
園一）、14日㈬は玉山総合福祉センター
（渋民字泉田）【問】盛岡地方法務局☎
624-9859

●リハビリ無料相談会
【日時】12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

●補聴器無料相談会
【日時・場所】12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）【申し込み】地域福祉
センター☎696-5640で電話受け付け

●もりおか町家物語館へ行こう
　もりおか町家物語館（鉈屋町）で次の
とおりイベントを開催。いずれも入場無
料です。【問】同館☎654-2911

▲

売り
手良し！買い手良し！世間良し！～南部
もりおか物売りふれ声～【日時】12月
18日㈰まで、９時～19時（入場は18時
半まで）【内容】明治から昭和初期の物
売りの様子を音や映像で体験

▲

鈴江家
の淡路人形講演会【日時】12月11日㈰
14時～【内容】鉈屋町鈴江家に残された
「北限の淡路人形」について講演

●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
【広報ＩＤ】1002663

▲

ぴよぴよルー
ム【期日・場所】12月６日㈫は高松地区
保健センター（上田字毛無森）、16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】12月22日㈭、都
南公民館（永井24）【対象】０歳～３歳
の子と保護者 ▼ウッドトイ遊びの広場
【日時】12月13日㈫10時～11時半【場
所】高松地区保健センター（上田字毛
無森）【対象】０歳～２歳の子と保護者■

市立保育園の一斉園開放（13園）
【日時】12月13日㈫・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
■マタニティサロン【日時】12月21日
㈬10時～11時半【場所】とりょう保育園
（肴町）【対象】初妊婦【申し込み】同
支援センターで電話受け付け

●水道凍結防止キャンペーン
【日時】12月６日㈫・７日㈬、10時～15時
【場所】イオンモール盛岡（前潟四）【内
容】水道凍結防止や解凍方法のパネル
展示、水抜栓の模型を使った操作の実演
など【費用】無料。当日会場へどうぞ【問】
市上下水道局給排水課☎623-1411

●いわて就職面接会
【日時】12月８日㈭11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。当
日会場へどうぞ【問】ふるさといわて定住
財団☎653-8976【広報ＩＤ】1017447

 ●盛岡の古町名展
　「内丸かいわい」
【日時】12月10日㈯～来年２月12日㈰、
９時～17時【場所】先人記念館（本宮字
蛇屋敷）【内容】盛岡の中心地・内丸かい
わいの変遷をたどる【費用】入館料が必
要 ▼ギャラリートーク【日時】①12月10
日㈯13時半～14時②来年１月14日㈯15
時10分～15時40分③来年２月12日㈰
13時半～14時【問】同館☎659-3338

●もりおか歴史文化館へ行こう
　もりおか歴史文化館（内丸）で次のと
おりイベントを開催します。【問】同館☎
681-2100 ▼にじいろマート【日時】12月
10日㈯・11日㈰、10時～16時半【内容】
こずかたh

ハ ン ド ワ ー ク ス

andworks部が手作りの品を

販売 ▼盛岡弁で語る昔話【日時】12月17
日㈯14時～15時【出演】ナレーターの小
野寺瑞

みず

穂
ほ

さんやボランティアら【定員】
先着50人【費用】展示室入場料が必要

●科学談話会
【日時】12月16日㈮18時半～20時【場所】
市立図書館（高松一）【内容】岩手大の青
井俊

とし

樹
き

准教授が「みちのくの森のけもの
たち～その生き様をさぐる～」と題し講演
【費用】無料。当日会場へどうぞ【問】同
館☎661-4343【広報ＩＤ】1017494

●冬休み特別企画工作教室
【日時】12月17日㈯～来年１月15日㈰、
９時～16時【場所】盛岡手づくり村（繫
字尾入野）【内容】木工や繭細工、裂き
織りなどを作る【費用】500円～2500円
【問】同手づくり村☎689-2201

●ゆぴあす クリスマス会
【日時】12月25日㈰10時半～11時半【場
所】ゆぴあす（上田字小鳥沢）【内容】絵
本の読み聞かせやポップコーン付きの映
画鑑賞。菓子のプレゼントも【対象】小学
生以下【定員】30人【費用】無料【申し込
み】12月10日㈯10時からゆぴあす☎662-
1414で先着順に電話受け付け

●啄木記念館ギャラリートーク
【日時】12月25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

●子ども科学館で遊ぼう
　子ども科学館（本宮字蛇屋敷）で表
のとおりイベントを開催します。【問】同
館☎634-1171

●市場活性化ビジョン2017案
　への意見を募集
　中央卸売市場の経営展望「市場活性
化ビジョン2017案」についての意見を募集
します。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。【募集期限】12

月６日㈫17時まで【問】同市場業務課☎
614-1000【広報ＩＤ】1017659

●都市計画変更案の縦覧
　県は、盛岡広域都市計画の高松地
区と大平地区の区域区分について変更
案を作成。その縦覧を行います。【日
時】12月13日㈫～27日㈫、９時～17時
（土・日曜、祝日を除く）【場所】県庁７
階の都市計画課や市役所都南分庁舎
２階の都市計画課など【意見書】意見
がある人は、縦覧期間中に県知事へ意
見書を提出できます【問】県都市計画
課☎629-5886、市都市計画課☎639-
9051

●歳末たすけあい運動
　市社会福祉協議会（若園町）と同
協議会玉山支所（渋民字泉田）で募金
を受け付けます。お寄せいただいた募
金は、社会福祉施設などに贈られます。
【受付期間】12月28日㈬まで、８時半
～17時15分【問】市社会福祉協議会内、
市共同募金委員会☎651-1000

●成人のつどい入場券について
　来年１月８日㈰の14時から、県民会
館（内丸）で成人のつどいを開催します。
対象は平成８年４月２日～平成９年４月
１日生まれの人。参加には11月に送付し
た入場券が必要です。市内に住民登録
があるのに入場券が届いていない場合
は、生涯学習課☎639-9046へお問い
合わせください。

●自衛官を募集
　防衛省は、自衛官を随時募集。詳しく
は、盛岡募集案内所☎641-5191へどうぞ。

●キャラホール・都南公民館の
　喫茶室がオープン
　キャラホール・都南公民館（永井24）
の喫茶室がオムライス専門店として12
月１日㈭にリニューアルオープン。ぜひ
ご利用ください。【問】生涯学習課☎
639-9046【広報ＩＤ】1006841

●家屋の新築や取り壊しは連絡を
　家屋の新築や増築、取り壊しをした
ときはご連絡ください。市は、固定資産
を適正に評価するため、実地調査を行

表　子ども科学館の各種イベント
イベント名 日時 内容（費用） 定員

星と音楽のプラネタ
リウム～クリスマス～

12/10㈯・17㈯・23㈮・24
㈯・25㈰、16時半～17時

クリスマスや冬の曲を聞き、星
やオーロラを楽しむ（４歳～中
学生各200円、大人各500円）

各回
160
人

ワークショップ
「クリスマスバッジ」

12/11～25の日曜と祝日、10
時半～12時と14時～15時半

熱変形を利用したバッジを作
る（各200円※）

各回
35人

サイエンスショー
「風船であそぼう！」

12/11～25の日曜と祝日、
13時～13時20分

風船を利用したさまざまな実
験（無料※） なし

※展示室入場料が必要

催　し

お知らせ

相　談
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手続きは簡単です。
申し込みをお待ち
しております

市税などのお支払いには

リニアコライダー国際会議が開催

便利で確実な口座振替を
　市税などの納付方法として、便
利で確実な口座振替の利用をお勧
めします。一度申し込むと、納付
期限ごとに金融機関に行く必要も
無く、忙しい人や自宅などに不在
がちな人に便利です。
【問】納税課☎613-8461
【広報ＩＤ】1014845（口座振替
依頼書）、1003579（ペイジー）

●申し込み方法

■金融機関の場合
納税通知書につづられてい
る他、金融機関窓口にも備
え付けの口座振替依頼書に
必要事項を記入・押印の上、
取引口座のある金融機関へ
申し込んでさい。

納
付
し
忘
れ
を

解
消
し
ま
す

　12月５日㈪から９日㈮まで、リニ
アコライダーに関する国際会議「Ｌ
ＣＷＳ（リニアコライダー・ワーク
ショップ）2016」が、マリオス（盛
岡駅西通二）とアイーナ（盛岡駅西
通一）で開催されます。国内外の物
理学の研究者約300人が集まり、リ

外国から多くの研究者が市内へ
ニアコライダーに関する研究成果
発表や意見交換を行います。市内
に滞在する多くの外国人を「おもて
なしの心」で迎えましょう。
【問】国際リニアコライダー推進
事務局☎613-8370
【広報ＩＤ】1009697

・あいさつ

・道案内

・困っている人への

  声掛け

これらも大切な

おもてなしです

Wel
com

e

to

Mor
ioka

■納税課や各支所の場合
口座振替依頼書の他、専用
端末から金融機関のキャッ
シュカード１枚で簡単に申
し込める「ペイジー口
座振替受付サービス」
が利用できます。

もりけんに挑戦（27年度３級問題）�（正解は10ページに掲載）
古来より、岩手山の雪解けの形（雪形）は、ある鳥の翼を広げた形に見えると
伝わります。その鳥は何ですか？　①ハクチョウ　②ワシ　③セキレイ　④ツル

います。住宅や事務所などのほか、車庫
や物置など小規模な建物も固定資産税
の課税対象になります。【問】資産税課
☎613-8403【広報ＩＤ】1017678

●し尿のくみ取り依頼はお早めに
　毎年年末は依頼が集中し、くみ取りで
きない場合があります。早めに業者へお
申し込みください。【問】 ▼盛岡地域：廃
棄物対策課☎626-3755 ▼都南地域：
紫波、稗貫衛生処理組合☎672-2017

▼玉山地域：盛岡北部行政事務組合☎
0195-74-2716【広報ＩＤ】1001561

●労働保険に加入を
　労働保険は政府が管理・運営してい
る保険です。労働者（アルバイトを含む）
を１人でも雇っていれば、事業主は労働
保険に加入しなければいけません。詳
しくは、岩手労働局労働保険徴収室☎
604-3003へお問い合わせください。

●マタハラ相談窓口が義務化
　29年１月１日㈰から施行される「改正
育児・介護休業法」などに伴い、全ての
事業所で「マタハラに関する相談窓口」
の設置が義務付けられました。詳しくは、
岩手労働局雇用環境・均等室☎604-
3010へお問い合わせください。

●鳥インフルエンザの予防を
　渡り鳥が飛来する季節になりました。
家庭で飼育されているニワトリなどは、
渡り鳥を介して鳥インフルエンザに感染
する可能性があります。鶏舎への野鳥
の侵入防止や、鶏舎とその周辺の消毒
など、予防対策を行いましょう。【問】県
中央家畜保健衛生所☎688-4111【広
報ＩＤ】1008256

■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎えほんのへや
【日時】12月１日㈭・15日㈭、15時半～
16時【対象】幼児～小学生
◎かみしばいのへや
【日時】12月８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】12月10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】12月14日㈬10時～12時
【内容】「ゴハおじさんのゆかいなお話」
（徳間書店）
◎こどもクリスマス会
【日時】12月23日㈮10時半～11時半

【内容】団体「こ☆しぇる」による人形劇
■都南図書館（永井24☎637-3636）
◎クリスマスおはなしのじかん
【日時】12月14日㈬11時～11時半
【内容】ぐりとぐらの人形劇など
◎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】12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】12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】12月16日㈮10時半～11時
【対象】０～４歳
◎としょしつのあったかおはなし会
【日時】12月22日㈭14時～15時
【対象】４歳以上
■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
【日時】12月14日㈬10時半～11時
【対象】幼児
◎クリスマス子ども映画会
【日時】12月17日㈯10時～11時20分
【内容】「すてきなクリスマス」など５本
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
◎ふたばおはなし会
【日時・対象】12月７日㈬、10時～10時
40分は１歳３カ月～３歳、10時50分～11

時10分は０～１歳３カ月
◎おはなしのひろば
【日時】12月17日㈯10時半～11時10分
【対象】幼児・小学生
■松園地区公民館（東松園二☎661-8111）
◎家庭教育支援事業 あそびの広場
【日時】12月７日㈬10時～12時
【対象】未就学児まで
◎プレールーム映画会
【日時】12月27日㈫14時～15時
【内容】「こぎつねのおくりもの」など３本

日 区分 名称 所在地 電話番号

12/４
㈰

内 さとう胃腸科内科 向中野一丁目11-25 635-0789
おはようクリニック 高松二丁目27-27 662-0840

外 なおや脳神経・頭痛クリニック 本宮字小板小瀬13-４ 656-3708
小 村田小児科医院 紺屋町３-４ 622-7132
歯 小松デンタルオフィス 名須川町17-６ 653-6491

薬

みなみ薬局 向中野一丁目11-24 635-8561
かえで薬局 緑が丘三丁目18-２ 656-1493
おおたばし調剤薬局 本宮字小板小瀬13-８ 656-3131
こんや町薬局 紺屋町３-７ 653-1521

12/11
㈰

内
ささき医院 中野一丁目27-10 653-0230
加賀野消化器内科・内科クリニック 天神町11-８ 604-1123
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201

外 吉田整形外科・リウマチ科クリニック 本町通一丁目９-28 604-3820
小 臼井循環器呼吸器内科・小児科 松園二丁目２-10 662-9845
歯 清水町デンタルクリニック 清水町４-30 604-7418

薬

コスモ調剤薬局 中野一丁目30-３ 653-6133
天神町薬局 天神町８-24 681-2441
本町薬局 本町通一丁目９-28 652-8200
のぞみ薬局 松園二丁目３-３ 662-7733

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。

【受付時間】９時～17時
※当番院が変更になることがありますので、
事前に電話で確認してからご利用ください

接骨院の日曜当番

月日 接骨院名 電話番号
12/４ひかり整骨院（高松二） 663-7515
12/11あきもと接骨院（北飯岡二）681-3186
12/18ふくしま整骨院（下飯岡11）639-7557
12/25村上整骨院（青山一） 645-2313
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