もりけんに挑戦（27年度３級問題）（正解は12ページに掲載）
イギリスのスコットランド地方で生まれ、今や岩手を代表する手工芸品である
ホームスパンの原料は何ですか。①羊毛 ②木綿 ③絹 ④麻

情報インデックス

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】１月分は16
日㈪・30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（16日分は10日）、９時か
ら同課の予約専用電話☎626-7557で
先着順に受け付け
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（１月４日分は12月21日）、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

【日時】
12月21日㈬19時～21時【場所】盛
岡劇場（松尾町）
【出演】THE JADOWS
【費用】
前売り1000円、
当日1200円。小学
生以下無料【問】
同劇場☎622-2258

●多重債務相談
自分の収 入で 返 済しきれない借 金
で悩んでいる人の相談に応じています。
【日時】月～金曜（祝日、年末年始を除
く）、８時半～16時半【場所】盛岡合同
庁舎４階（内丸）
【問】東北財務局盛岡
財務事務所☎622-1637

■

交通事故の損害賠償などの相談に応
じています。
交通事故全般【日時】月曜～金曜、９
時15分～17時【相談電話】そんぽADR
センター東北☎0570-022808
交通事故の損害賠償など【日時】月
曜～金曜、
９時～17時半【場所・問】県民
生活センター（中央通三）☎624-2209
交 通 事 故の 和 解 あっせんなど【日
時】月曜～金曜、９時～17時【相談電
話】交通事故紛争処理センター仙台支
部☎022-263-7231

■

■
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●原敬記念館ギャラリートーク
企画展「ハラケイ入門～いちから分か
る原敬」について、担当職員が解説しま
す。
【日時】12月25日㈰13時半～14時15
分【場所】原敬記念館（本宮四）
【費用】
入館料が必要【問】同館☎636-1192

●てがみシアター

【日時】２月５日㈰14時～15時【場所】
盛岡てがみ館（中ノ橋通一）
【内容】Ｉ
ＢＣ岩手放送の大塚富夫アナウンサー
元 旦の６時から９時まで、マリオス
（盛岡駅西通二）20階の展望室を開放。 が、金田一京助や与謝野鉄幹の手紙な
どを朗読【費用】入館料が必要【定員】
初日の出をお楽しみください。来場多
60人【申し込み】往復はがきに住所と
数の場合は入場制限あり。無料駐車場
名前、年齢、性別、電話番号を記入し、
はありませんので、車で来場する場合
は近隣の有料駐車場をご利用ください。 〠020-0871中ノ橋通一丁目１-10、プ
ラザおでって６階盛岡てがみ館「てがみ
【問】㈱盛岡地域交流センター☎621シアター」係へ郵送。はがき１枚に付き
5000【広報ＩＤ】1017627
１人まで【申込期限】１月20日㈮必着。
●もりおか歴史文化館へ行こう
定員を超えた場合は抽選【問】同館☎
604-3302
もりおか歴史文化館（内丸）で次のイ
ベントを開催。費用はいずれも無料です。
●岩手教員美術展
【問】同館☎681-2100 盛岡山車太
【日時】２月９日㈭～11日㈯、９時～17
鼓打ち体験【日時】１月３日㈫、11時半
時※11日は15時半まで【場所】エスポ
～12時と13時～13時半【定員】各先着
ワールいわて（中央通一）
【内容】県内
10人 新春・お琴演奏会【日時】１月８
の教職員による絵画や彫塑、デザインな
日㈰14時～15時【出演】盛岡二高箏曲
どの作品展示【費用】無料【問】同展事
部【定員】先着50人
務局の小笠原さん☎687-2021

●マリオスからの初日の出

とみ お

●市立図書館で新春を詠む

市立図書館（高松一）で俳句と短歌
の発 表と講評を行います。いずれも昼
食をご持参ください。
【問】同館☎6614343 新春俳句会【日時】１月９日㈪
10時～15時。句会開始は12時半から
【申し込み】当日の10時～11時、新年
詠一句を含む当季雑詠三句を会場で投
句※郵送やファクスでは受け付けません
【広報ＩＤ】1017497 新春短歌会【日
時】１月14日㈯10時～15時【申し込み】
新作一首を〠020-0114高松一丁目９
-45、市立図書館へ郵送または持参。１
月６日㈮必着【広報ＩＤ】1017496

●地域包括ケアセミナー「住み慣
れた地域で人生の最後まで」
【日時】
１月22日㈰12時半～14時半【場
所】中央公民館（愛宕町）
【内容】地域
包括ケアについての演劇と講話【費用】
無 料。いきいき岩手支 援 財団☎625 7490へ電話でお申し込みください

●春休み海外研修交流事業
参加者募集
国際青少年研修協会は２月３日㈮ま
で、海外研修の参加者を募集。詳しく
は、同協会のホームページをご覧くださ
い。
【日程】３月下旬～４月上旬【場所】
イギリスやオーストラリアなど【対象】
小学３年生～高校生【費用】31万8000
円～47万80 0 0円【問】同協会☎03 6417-9721

●ミツバチの飼育は届け出を
ミツバチを飼う人（趣味で飼う人も含
む）やその予定がある人は、１月１日現
在の飼養群数と年間の飼養計画を１月
31日㈫までに盛岡広域振興局へ届け出
てください。※花粉交配用にのみ飼養
する場合と学術研究などのため密閉空
間で飼養する場合は除く【問】同振興
局農業振興課☎629-6603【広報ＩＤ】
1008234

●給与所得者の市・県民税

給与所得者の市･県民税（個人住民
税）は、給与支払者である事業主が毎
月の給与から天引きして市へ納めること
（特別徴収）になっています。正社員や
パートなどの区別はありません。事業主
は、28年分給与支払報告書を１月31日
㈫までに必ず提出してください。※マイ
●おばあちゃんの夢 布絵展
ナンバー（個人番号）や法人番号の記載
が必要です【問】市民税課☎613-8496
県高齢者福祉生活協同組合は、日頃
の布絵教室で作った作品を展示します。 【広報ＩＤ】1000488
期間中は体験会も開催します。
【日時】
●償却資産の申告をお忘れなく
３月14日㈫～18日㈯、10時～17時【場
所】県公会堂（内丸）
【費用】無料【問】
１月は、償却資産の申告月です。29年
同組合☎653-0057
１月１日現在で市内に事業用償却資産
を所有している個人または法人は、申告
書を提出してください。※マイナンバー
の記載が必要です【申告期限】１月31日
㈫※期限間近は混み合うため、１月19
日㈭までの申告にご協力ください【提
●給付金の申請をお忘れなく
出先・問】資産税課（市役所別館６階）
☎613-8407【広報ＩＤ】1000466
28年度臨時福祉給付金と、障害・遺
族基礎年金受給者向け給付金の申請期
●林業の仕事をしていたことは
限は１月16日㈪です。まだ申請していな
ありませんか
い人は早めの提出を。書類に不備があ
ると再提出が必要になります。また、申
過去に林業の仕事に就き、林業退職
請用紙を無くした場合は再送付するの
金共済制度に加入していたのに退職金
でご連絡ください。
【問】地域福祉課分
を受け取っていない人を探しています。勤
室☎603-8024【広報ＩＤ】1016375
労者退職金共済機構☎03-6731-2887

お知らせ

●入札参加登録申請を受け付け
市と市上下水道局は、入札へ参加を
希望する業者の登録申請を受け付けま
す。契約種類ごとの受付期間と受付場
所は表のとおりです。
【申請方法】市公
式ホームページからダウンロードできる
申請書に必要事項を記入し、記載内容
表

契約種類ごとの受付期間など
契約の種類

▼

を説明できる人が持参【問】契約検査
課☎626-7516 建設工事の入札参加
申請説明会【日時】１月16日㈪14時～
15時半【場所】勤労福祉会館（紺屋町）
【対象】建設工事入札参加の登録申請
を予定している業者

●金融犯罪を防ぐ！出前講座
東北財務局盛岡財務事務所は、金融
犯罪防止に向けた出前講座を実施して
資格の有効期間

受付期間と場所
２/１㈬～28㈫（土・日
29年６月１日 曜を除く）、９時～11
時半と13時～16時
31年５月31日 市役所本館８階会議室※
13日以降は同２階ホール

【定期提出年】参加希望の全業者が提出
○建設工事
○建設関連業務委託
【広報ＩＤ】1008592

【追加提出年】28年度に参加資格を得た業者
１/13㈮～31㈫（土・日
は提出不要
29年６月１日 曜を除く）、９時～11時
○物品の買い入れ、製造の請負
半と13時～16時
○建設関連業務以外の業務委託
30年５月31日 市役所本館８階の契約検
○その他（修繕や売り払い、借り入れ）の契約
査課
【広報ＩＤ】1008593

冬休み
こども映画会
【日時】１月７日㈯
10時半～12時
【場所】市立図書館（高松一）
【内容】アニメと人形劇フィ
ルムの上映
【対象】幼児～小学生
【問】同館☎661-4343

１月７日土
「天狗
の

羽うち
わ」

「おじ
いさん
と
てぶく
ろのお
家」
国の
アリス
」

１月４日水～９日月
冬休み！
古代体験ひろば
【期間】１月４日㈬～９日㈪
【場所】遺跡の学び館（本宮字荒屋）
【内容・費用】
・火おこし体験（無料）
・土玉彩色作り（100円）
・古代風ストラップ作り
（100円）
・勾玉作り（300円）
10
※入館料が別途必要
【申し込み】各日10時～11時半と
13時～14時半に同館で直接受け付け
【問】同館☎635-6600
ど だまさいしき

まがたま
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います。地域の活動や各種会合などの
場に出向き、振り込め詐欺などの手口
や対策などを分かりやすく説明。費用
無料です。詳しくは、同事務所☎6221637へお問い合わせください。

図

書

■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎かみしばいのへや
【日時】12月22日㈭15時半～16時
●地図作成作業に協力を
【対象】幼児～小学生
◎おはなしのじかん
盛岡地方法務局は、東緑が丘と緑が
【日時・対象】12月24日㈯、11時～11
丘三丁目で、登記所に備え付ける地図
時20分は４歳～小学１年生、11時半～
を作成する作業を来年12月まで行いま
12時は小学２年生以上
す。敷地に立ち入る場合は、あらかじめ
■都南図書館（永井24☎637-3636）
所有者などへ連絡しますのでご協力くだ
◎おとぎのへや
さい。作業員は「法務局」の腕章と身分
【日時】毎週土曜、14時半～15時
証を携行しています。
【問】同法務局登
【対象】幼児～小学生
記部門☎624-9855
【広報ＩＤ】1000831
●市の推計人口（11月１日現在）
■渋民図書館（渋民字鶴塚☎683-2167）
【人口】29万6586人（男＝14万669人、 ◎えほんのへや
女＝15万5917人）
【対前月比】84人減
【日時】１月７日㈯11時～11時半
【世帯数】13万789世帯【問】企画調
【対象】幼児
整課☎613-8397
【広報ＩＤ】1000842

楽しい冬休みイベント
市の施設は、冬休みの子どもたちが楽しめる催しなどをたくさ
ん用意しています。ここでは紹介していないものもあるので、市
公式ホームページで確認してみてね！
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円
。
各
日先着
人）

●交通事故相談

ウ

▼

離婚や養育費など日常生活の困り事
を弁護士に相談できます。
【日時】１月
18日㈬10時～15時【場所】県福祉総合
相談センター（本町通三）
【対象】市に
住所があるひとり親など【申し込み】県
母子寡婦福祉連合会☎623-8539へ電
話予約

ド

▼

●ひとり親家庭等無料法律相談

ャ

▼

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を休
日に行います。
【日時】12月18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）
【問】納税課
☎613-8462

ジ

▼

■

●休日納付相談

ザ

検針を正しくスムーズに行うため、メ
ーターボックス上の雪を払い、また、物
は置かないでください。
【問】上下水道
局お客さまセンター☎623-1411

へご連絡を。加入していたか分からない
人もお問い合わせください。

～

●もりげきライヴ

■

●無料の法律相談

盛岡の冬の風物詩「盛岡文士劇」を
初めて東京で上演。岩手・盛岡の風土に
育まれた庶民文化を全国へ発信します。
【日時】１月28日㈯13時～と17時半～、
29日㈰13時～（計３回公演）
【場所】紀
伊國屋ホール（新宿区）
【内容】 第一
部：現代物「もりおか物語」 第二部：
「口上」 第三部：時代物「みちのく平
泉～秀衡と義経」
【費用】6500円（全
席指定）。盛岡劇場や市民文化ホール、
キノチケットカウンター、チケットぴあな
どで発売中【問】同劇場☎622-2258

●水道メーターボックスの
雪払いに協力を

～

し

▼

催

▼

談

▼

相

●盛岡文士劇東京公演

１月４日水～９日月
こどもエンゲキ体験
～冬組～
【日時】１月４日㈬～７日㈯の13時～16時と
８日㈰・９日㈪の10時～16時、全６回
【場所】盛岡劇場（松尾町）
【内容】演劇づくりを楽しむワークショップ
【対象】小学３年～６年生
【定員】30人【費用】3000円
【申し込み】同劇場☎622-2258で電話受け付
け。ファクスや直接でも受け付けます。12月
18日㈰21時半締め切り。定員を超えた場合は
抽選

広

１月５日木・６日金・10

11日水

日火・

冬休み
実験工作教室

れると
輪 が 線に触
！
音が 鳴る

【日時・内容】
①１月５日㈭・10
日㈫：コースに触れ
ないようにゴールを
目指すゲーム作り
②１月６日㈮・11
日㈬：お金が消えた
ように見える貯金箱
作り
各日10時～・13時～・15時10分～（所要
１時間）
【場所】子ども科学館（本宮字蛇屋敷）
【定員】各回20人
【費用】①各900円②各800円
【申し込み】整理券を当日９時から１人に
つき１枚配布
【問】同館☎634-1171
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