もりけんに挑戦（27年度３級問題）（正解は８ページに掲載）
「三山伝説」に登場する岩手山のコブとなったとされる山は何ですか。
①鞍掛山 ②笹森山 ③姥倉山 ④黒倉山

情報インデックス

●夜間納付相談
市県民税と固定資産税、軽自動車税、
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・場
所】２月７日㈫・９日㈭、17時半～20時
は納税課（市役所別館２階）と健康保
険課（同１階）。毎週木曜、17時15分～
19時は玉山総合事務所税務住民課（渋
民字泉田）
【問】納税課☎613-8462

●リハビリ無料相談会
【日時】２月９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

敬記念館（本宮四）
【対象】小学生以上
【内容】クイズラリーや記念撮影などの
ミニイベントと、原敬にちなんだ毛筆書
写・絵画の児童生徒作品の展示【問】
同館☎636-1192

●牛乳パック灯籠製作会
東日本大震災６周年行事で使用する
灯籠を製作します。日時・場所は表１の
とおり。
【費用】無料。当日、会場へどう
ぞ【問】祈りの灯 火 実行委員会の金 野
さん☎070-6574-3493
ともし び

きん

の

表

灯籠制作会の日時と場所
日時
場所
２/４㈯・５㈰ フェザン
10時～16時
（盛岡駅前通一）
２/８㈬・15㈬ もりおか復興支援センタ
10時～12時
ー（内丸）
２/11㈯・12㈰
10時～16時
２/18㈯・19㈰
10時～16時
２/25㈯・26㈰
10時～16時

MORIOK A TSUTAYA
（本宮四）
イオンモール盛岡
（前潟四）
Nanak
（中ノ橋通一）

【日時・場所】２月15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
●市老人芸能大会
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】２月７日㈫12時～【場所】県民
会 館（内丸）
【内容】市内高齢 者の団
体が、舞踊や合唱、ダンスなど、日頃の
成果を披露【問】市社会福祉協議会☎
651-1000

催

し

【日時】２月12日㈰～３月５日㈰、９時
～17時【場所】志波城古代公園（上鹿
妻五兵衛新田）
【内容】二枚貝の殻で作
られた「貝びな人形」の展示【問】同公
園☎658-1710 貝びなづくり体験【日
時】２月18日㈯13時～15時半【内容】貝
に布を貼り合わせて男びなと女びなの
セットを作る【定員】10人【費用】1000
円【申し込み】２月４日㈯９時から、同
公園☎658-1710で先着順に受け付け

●埋蔵文化財調査資料展
【日時】２月４日㈯～５月21日㈰、９時
～17時【場所】遺跡の学び館（本宮字
荒屋）
【内容】28年度の発掘調査の成
果を紹介【費用】入館料が必要【問】同
館☎635-6600【広報ＩＤ】1009440

●原敬生誕記念事業
【日時】２月４日㈯～19日㈰、９時～17
時※ミニイベントは12日まで【場所】原
広

告
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●コミュニティリーダー研修会
【日時】２月14日㈫13時 半～15時 半
【場所】総合福祉センター（若園町２）
【内容】地域活性化の活動をしている
合同会社フォーティＲ&Ｃ代表の水 津
陽子さんによる「町内会・自治会の活性
化について」と題した講演と、市内２団
体の地域活動の事例紹介【定員】先着
150人【費用】無料。当日、会場へどう
ぞ【問】市民協働推進課☎626-7535
すい

づ

よう こ

●もりげきライヴ
【日時】２月15日㈬18時半～21時【場
所】盛岡劇場（松尾町）
【出演】K ISS+S
【費用】前売り1000円、当日1200円。小
学生以下無料【問】同劇場☎622-2258
キ ッ ス ッ ス

●盛岡弁で語る昔話
【日時】２月18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
ィアが盛岡弁で昔話などを語る【定員】
先着50人【費用】展示室入場料が必要
【問】同館☎681-2100
みず

ほ

●館長講演会「啄木の光と影」
【日時】２月20日㈪13時半～15時半
【場所】石川啄木記念館（渋民字渋民）
【内容】２月20日の啄木生誕の日を記
念して臨時開館。また、分かりやすく親
しみやすい短歌を詠んだ啄木の「借金
の多さ」
「働かなかった」
「無責任」など
の評判について森義 真 館長が講演【定
員】先着40人【費用】無料。当日、会場
へどうぞ【問】同館☎683-2315
よしまさ

●復興支援チャリティー
講演会・ピアノコンサート

こう こ

き

▼

２/11㈯・12㈰・19㈰・26
㈰、10時半～と14時～
２/11㈯・12㈰・19㈰・26
ぐるぐるパワー
㈰・３/５㈰、13時～
２/11㈯・３/４㈯
①18時～18時半
ナイトミュージ ②18時半～20時
アム
③19時～19時半（17時
半から受付でチケット
を販売）
３/５㈰
エアーロケット
10時半～と14時～
バネカー

板バネの力を利用して走る車の模型作 各
り（各150円）★
30人
ぐるぐる回すことで起きる力に関する
なし
サイエンスショー（無料）★
①③
①今夜の星空みどころ案内（無料）
各
②星を見る会（無料）
160
③星と音楽のプラネタリウム
人
（４歳～中学生200円、高校生以上
②
500円）
なし
空気の力で飛ぶロケットの模型作り
各
（各100円）★
30人

●心にビタミン！「読み聞かせ」
【日時】３月１日㈬10時半～12時【場
所】都南公民館（永井24）
【内容】さわ
や書店で児童書を担当している佐藤亜
美 さんによる、読み聞かせによい絵本
の選び 方のポイント解説と、大人向け
の読み聞かせ【対象】子育て中の人、読
書ボランティアに興味がある人【定員】
あ

み

●新ごみ焼却施設候補地選定
についての説明会を開催

【日時】３月19日㈰８時～17時【場所】
網張スキー場（雫石町）など【内容】都
南分庁舎か高松公園駐車場からバスで
移動し、網張スキー場から姥 倉山を通
り松川温泉（八幡平市）までの約５㌔を
滑走【対象】体力に自信がある小学４
年生～70歳で、バッチテスト２級程度以
上の人（中学生以下は保護者同伴）
【定
員】40人【費用】4500円【申し込み】
往復はがきに住所と名前、生年月日、年
齢、電話番号、バス乗車場所を記入し
「スキーツアー申し込み」と明記の上、
〠020-8531（住所不要）市役所スポー
ツ推進課「市民スキーツアー係」へ。３
月３日㈮必着。定員を超えた場合は抽選
【問】同課☎603-8013
うば

お知らせ
●市立総合プールの利用制限
市立総合プール（本宮五）は、大会な
どのため、２月26日㈰の終日、利用でき
ません。
【問】同プール☎634-0450

●環境審議会委員を募集

【日時】２月25日㈯13時半～16時【場
所】西部公民館（南青山町）
【内容】見前
小の加藤孔子校長（震災当時は釜石小
●子育てを楽しく
学校長）による「『奇跡ではない釜石の
軌跡』からのメッセージ」と題した講演と、
市立とりょう保育園子育て支援センタ
宮古市出身の藤田亜希さんによるピアノ
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
などのコンサート【費用】無料。当日、会
半。参加無料です。当日、会場へどうぞ。 場へどうぞ【問】同館☎643-2288
【問】同支援センター☎651-8580【広
●盛岡体育館フットサル大会
報ＩＤ】1002663 ぴよぴよルーム【期
日・場所】２月14日㈫は高松地区保健セ
【日時】２月26日㈰８時半～17時【場
●子ども科学館へ行こう
ンター（上田字毛無森）、24日㈮は飯岡
所】盛岡体育館（上田三）
【内容】初心
地区保健センター（下飯岡８）
【対象】０
者部門と男女年齢混合部門のフットサ
子ども科学館（本宮字蛇屋敷）で表
歳の子と保護者 にこにこルーム【期
ル大会【対象】高校生以上【定員】部門
２のとおりイベントを開催します。
【問】
毎10チームまで【費用】１チーム１万円
同館☎634-1171
日・場所】２月17日㈮は都南公民館（永
【申し込み】２月３日㈮12時から、同館
表２ 子ども科学館の各種イベント（★は展示室入場料が必要）
☎652-8855で先着順に電話または直
イベント名
日時
内容（費用）
定員
接受け付け
あ

●市民スキーツアー

市は、環境の保全や創造に関する事
項について審議する委員を２人募集し
ます。
【任期】３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９年３月１日
以前生まれ③平日の日中に開催する年
３回程度の会議に出席できる④市の他
の審議会の委員でない【申し込み】市
役所若園町分庁舎４階の環境企画課や
市役所本館１階の窓口案内所、各支所
などに備え付けの応募用紙に必要事項
を記入し、〠020-8531（住所不要）市
役所環境企画課へ郵送または持参して
ください。郵送は２月17日㈮消印有効。
持参は同日17時まで。書類選考により
決定【問】同課☎626-3754

●チャグチャグ馬コの引き手募集
チャグチャグ馬コ保存会は、６月10日
㈯に行われるチャグチャグ馬コの引き
手を10人程度募集します。
【対象】当日
馬を引いて約13㌔歩くことのできる馬
が好きな18歳以上で、３月下旬～６月上
旬に開催する3回程度の練習会に参加
できる人【申し込み】はがきに住所と名
前、年齢、職業、電話番号を記入し、〠
020-8530（住所不要）市役所観光交
広

県央ブロックごみ・し尿処理広域化
推進協議会で進めている新ごみ焼却施
設の候補地選定について、進捗状況な
どの説明会を開催します。時間はいずれ
も18時半～20時です。当日、会場へど
うぞ【期日・場所】２月14日㈫は玉山総
合事務所（渋民字泉田）、15日㈬は西
部公民館（南青山町）、16日㈭は市総
合福祉センター（若園町）、20日㈪は都
南総合支所（津志田14）
【問】ごみ処理
広域化推進室☎613-8146

●地域のおせっかいさんが
あなたの結婚をお手伝い
結婚を希望する独身の人に対して、結
婚支援ボランティア（通称「地域のおせ
っかいさん」）が、結婚に関する悩み相
談に応じたり、出会いの場を提供したり
します。気軽にお電話ください。
【受付
期間】３月31日㈮まで【相談電話】日本
結婚支援協会☎613-5100

●宝くじ助成で備品を整備
宝くじの社会貢献広報事業によるコ
ミュニティ助成を受け、次の備品を整備
しました。 松園一丁目町内会：放送設
備一式、液晶プロジェクター、ラベルラ
イター、机・椅子、椅子用台車 黒石野
平地区町内会：机、椅子【問】市民協働
推進課☎626-7535

●盛岡芸術祭に参加しませんか
４月28日㈮から６月４日㈰まで開催
する盛岡芸 術 祭の出品 作品と出演者
を募集します。
【部門】 美術展：日本
画、工芸、洋画、彫塑、写真、俳句、書
道 舞 台 発 表：声楽、ピアノ【申し込
み】市役所本館１階の窓口案内所や都
南分庁舎１階の窓口案内所、玉山総合
事務所１階の市民ホールなどに備え付け
る開催要項をご覧の上、応募してくださ
い。開催要項は市公式ホームページに
も掲載します【問】文化国際室☎6267524【広報ＩＤ】1003321

図

●青年国際交流事業へ
参加しませんか
内閣府は、29年度の「東南アジア
青年の船」「国際青年育成交流」「日
本・韓国青年親善交流」などへの参加
者を募集しています。詳しくは、県若
者女性協働推進室☎629-5392へお問
い合わせください。

書

■市立図書館（高松一☎661-4343）
※２月13日㈪～23日㈭は、図書点検の
ため利用できません
◎児童文学を読む会
【日時】２月８日㈬10時～12時
【内容】
「ビバリーとしょかんへいく」
◎かみしばいのへや
【日時】２月９日㈭15時半～16時
【対象】幼児～小学２年生
◎おはなしころころ
【日時・対象】２月10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カ月以下の幼児
◎おはなしのじかん
【日時】２月11日㈯、11時～12時
【対象】４歳～小学生
◎科学談話会
【日時】２月17日㈮18時半～20時
【内容】自発・可能表現の文法について
の講演
■都南図書館（永井24☎637-3636）
◎おはなしのじかん
【日時】２月８日㈬11時～11時半
【対象】幼児
◎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】２月15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】２月11日㈯11時～11時半
【対象】４歳～小学生
◎おひざにだっこの会
【日時】２月17日㈮10時半～11時
【対象】０～４歳
■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
【日時】２月８日㈬10時半～11時
【対象】幼児

接骨院の日曜当番
【受付時間】９時～17時
※当番院が変更になることがあるので、事
前に電話で確認してからご利用ください
月日
接 骨 院 名
２/５ 小山田接骨院（東松園二）663-2574
２/12 ひかり整骨院（高松二） 663-7515
２/19 みかわ接骨院（西仙北一） 681-2577
２/26 あきもと接骨院（北飯岡二）681-3186

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。
月日 区分
内
外
２/５ 小
㈰
歯
薬

▲

▲

【日時】３月５日㈰まで、９時～18 時
【場所】もりおか歴史文化館（内丸）
【内容】城下町盛岡ゆかりのひな人形
やひな道具などを紹介【費用】展示室
入場料が必要【問】同館☎681-2100
ギャラリートーク【日時】３月３日㈮13
時半～14時【内容】同展について学芸
員が解説【定員】先着20人【費用】展
示室入場料が必要

しま だ よういち

▲

●「ひな祭り」展

【日時】２月12日㈰14時～16時【場所】
市立図書館（高松一）
【内容】ベアレン醸
造所専務取締役の嶌田洋一さんが「つな
ぐビール 地域に根ざしたモノづくり」と
題して講演【定員】50人【費用】無料【申
し込 み】２月４日㈯10 時から、同館☎
661-4343で電話または直接受け付け

流課内、チャグチャグ馬コ保存会事務
局へ。２月24日㈮消印有効。定員を超
えた場合は抽選

▲

【日時】毎週木曜（祝日と３月30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

●読書週間記念講演会

40人（託児は先着５人）
【申し込み】２
月６日㈪10時から、生涯学習課☎6399046で先着順に電話受け付け

▲

●志波城いにしえのひなまつり展

【日時】２月12日㈰10時～【場所】ゆぴ
あす（上田字小鳥沢）
【内容】プール・浴
場の利用者先着250人にチョコレートを
プレゼント。当たりには浴場・プール利
用券などが景品の抽選券が入っています
【問】ゆぴあす☎662-1414

井24）、３月３日㈮は高松地区保健セン
ター【対象】０歳～３歳の子と保護者
マタニティサロン
【日時】
２月15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
■市立保育園の一斉園開放（13園）
【日時】２月14日・21日・28日、火曜、９
時半～11時【対象】０歳～就学前の子と
保護者や妊婦

▲

●ふれあい広場

●ドキドキバレンタイン

■

談

▼

相

内
外
小
２/11
歯
㈯
薬

内
外
２/12 小
㈰
歯
薬

名称
所在地
船山内科クリニック
下ノ橋町４-15
あべ内科・消化器科クリニック 長橋町17-45
八角病院
好摩字夏間木70-190
とちない脳神経外科クリニック 津志田中央三丁目17-10
吉田小児科
梨木町２-13
笹川小児歯科医院
中央通一丁目11-７笹川ビル３階
せせらぎ薬局
下ノ橋町６-８
ナガハシ薬局
長橋町17-40
調剤薬局ツルハドラッグ津志田店 津志田中央二丁目17-33
ぺんぎん薬局
梨木町２-14
小坂内科消化器科クリニック 永井19-258-１
児島内科小児科医院
みたけ三丁目11-36
遠山病院
下ノ橋町６-14
村田小児科医院
紺屋町３-４
ヒデ・デンタルクリニック
本宮七丁目１-１イオンモール盛岡南２階
永井中央薬局
永井19-253-１
天昌寺薬局
天昌寺町３-27
下ノ橋薬局
下ノ橋町７-31
こんや町薬局
紺屋町３-７
おおどおり鎌田内科クリニック 大通二丁目７-23
池田内科
上太田弘法清水10-３
渋民中央病院
渋民字大前田53-２
鈴木整形外科
本宮字石仏20-１
臼井循環器呼吸器内科・小児科 松園二丁目２-10
トシ歯科医院
みたけ三丁目27-15
大通よつば薬局
大通二丁目７-20
上太田薬局
上太田弘法清水 1
メープル薬局
本宮二丁目38-８
のぞみ薬局
松園二丁目３-３

電話番号
606-0812
605-5311
682-0201
637-7000
652-1861
652-0117
603-5505
648-8227
637-9100
652-3345
605-6050
641-3310
651-2111
622-7132
631-1418
605-7050
646-7499
604-0234
653-1521
606-5161
659-0310
683-2336
658-0202
662-9845
641-7152
681-4091
658-1055
636-3933
662-7733
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