もりけんに挑戦（27年度３級問題）（正解は12ページに掲載）
北上川に架橋された橋の中で最も古く、旧秋田街道の起点でもある橋は
何ですか。①館坂橋 ②夕顔瀬橋 ③開運橋 ④三馬橋

情報インデックス
相

談

●休日納付相談

【場所】中央公民館（愛宕町）
【内容】市
民企画による、県出身または在住の現代
美術作家の作品展【費用】無料【問】同
館☎654-5366【広報ＩＤ】1018449

●遺跡の学び館調査成果報告会

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】２月
26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

【日時】
３月５日㈰13時半～15時【場所】
遺跡の学び館（本宮字荒屋）
【内容】本
年度に実施した発掘調査の最新情報を
報告【定員】先着80人【費用】無料【問】
同館☎635-6600【広報ＩＤ】1009440

●出前無料労働相談会

●地域福祉推進フォーラム

【日時】２月26日㈰13 時～16時【場
所】アイーナ（盛岡駅西通一）
【内容】解
雇や賃金未払い、パワハラなど労使トラ
ブルの相談【申し込み】県労働委員会
事務局☎0120-610-797で電話受け付
け。当日15時まで、会場でも受け付けま
す（事前申し込み優先）

【日時】
３月12日㈰９時半～12時【場所】
市総合福祉センター（若園町）
【内容】地
域共生社会の実現に向けて、市が取り組
んでいるモデル事業の報告や制度の紹
介、先進事例の講演【定員】200人【費
用】無料【申し込み】地域福祉課☎6267509で先着順に電話受け付け中。ファ
クス653-2839や市公式ホームページで
も受け付けます【広報ＩＤ】1018025

催

し

●一ノ倉邸「ひな遊ぶ」
【日時】３月３日㈮まで、10 時～15時
【場所】一ノ倉邸（安倍館町）
【内容】
段飾りや歴史あるひな人形などの展示
【問】同邸管理保存委員会☎646-1817

●「続・なつかしの盛岡～建物編」
【日時】２月21日㈫～６月12日㈪、９時
～18時【場所】盛岡てがみ館（中ノ橋通
一）
【内容】明治から昭和にかけて発行
された絵はがきなどから、当時の盛岡の
建物を紹介【費用】入館料が必要【問】
同館☎604-3302【広報ＩＤ】1018464

●いわてＳ－１スイーツフェア
【日時】２月25日㈯・26日㈰、10時～
16時【場所】ビッグルーフ滝沢（滝沢市）
【内容】県内外の人気スイーツやご当地
グルメの販売、ステージイベント、抽選会
など【問】盛岡・八幡平元気まるごと発
信事業実行委員会事務局☎629-6516

●「あなた啄木派？賢治派？」展
ギャラリートーク
【日時】
２月25日㈯14時～15時半（予定）
【場所】もりおか啄木・賢治青春館（中ノ
橋通一）
【内容】劇作家のおきあんごさん
と坂田裕 一 さんが啄木と賢治について
対談【定員】100人【費用】無料【問】同
館☎604-8900【広報ＩＤ】1017760
ゆう いち

●ビハインド・ザ・ガーデン
【日時】２月28日㈫～３月11日㈯、９時
～21時※５日㈰は17時、11日は15時まで
広
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●ホールのピアノ開放
姫神ホール（渋民字鶴塚）とキャラホ
ール（永井24）で、ホールにあるピアノ
（ス
タインウェイＤ-274、キャラホールは２
台）を開放します。
【対象】鍵盤楽器経験
者。中学生以下は保護者同伴【費用】
１人
１時間1000円（連続利用は２時間まで。
同伴者の費用はお問い合わせください）
■姫神ホール：３月12日㈰・14日㈫～
20日㈪、10時～20時【申し込み】２月
21日㈫９時から同ホール☎683-3526
で先着順に電話または直接受け付け
■キャラホール：３月21日㈫～23日㈭、
10時～21時【申し込み】３月２日㈭10
時から同ホール☎637-6611で先着順
に電話または直接受け付け

●弥生月のお茶会
【日時】３月12日㈰11時～15時【場所】
もりおか歴史文化 館（内丸）
【内容】
淡交会岩手青年部による茶会【定員】
150人【費用】前売り500円、当日600
円。前売り券は同館で販売中【問】同館
☎681-2100【広報ＩＤ】1018405

●親子一日飼育係体験
【日時】３月18日㈯・25日㈯、８時半～
17時【場所】動物公園（新庄字下八 木
田）
【内容】飼育体験と動物・自然の学習
【対象】小・中学生と保護者【定員】各日
40人【費用】入園料が必要【申し込み】
３
月３日㈮17時まで、同園☎654-8266で
電話受け付け。定員を超えた場合は抽選

●歴文館リーディングカフェ
【日時】３月26日㈰14 時～15時【場

所】もりおか歴史文化館（内丸）
【内容】
ＩＢＣ岩手放送の大塚富 夫 アナウンサ
ーと畑中美 耶 子 館長が、東日本大震災
の鎮 魂のために書かれた平 谷 美 樹 さ
んの「加奈子」を朗読【定員】15人【費
用】1000円【申し込み】２月19日㈰10
時半から同館☎681-2100で先着順に
電話受け付け
とみ

み

や

お

こ

ひら

や

よし

き

局玉山分室へ郵送または持参。郵送は
３月31日㈮消印有効。持参は同日17時
まで【問】同事務局☎639-9034【広報
ＩＤ】1018424

●計画案への意見を募集

市は、次の各計画案に対する意見を
募集します。計画案などの資料は各担
当課や市役所本館１階の窓口案内所、
各支所などに備え付けるほか、市公式ホ
ームページにも掲載します。意見は任意
の用紙に住所と名前、意見を記入し、各
担当課へ郵送または持参してください。
●市の各委員を募集
ファクスや市公式ホームページでも受け
市は次のとおり各委員を募集します。 付けます。３月6日㈪消印有効。持参は
同日17時まで。
【広報ＩＤ】1012317
応募用紙は各担当課や市役所本館１階
■史跡盛岡城跡植栽管理基本計画案
の窓口案内所、各支所などに備え付ける
史跡盛岡城跡整備基本計画のうち、
ほか、市公式ホームページでもダウンロ
植栽に関する具体的な管理・整備方針
ードできます。
案について。
【送付先・問】〠020-8532
■工業振興推進会議委員
（住 所不 要）市役 所公 園みどり課 ☎
市工業振興ビジョンに基づく取り組
639-9057、ファクス637-1919
み内容や工業振興の推進について意見
■旧盛岡競馬場跡地利用計画見直し案
を述べる。
【募集人員】２人【任期】委
旧盛岡競馬場（上田）の利用方針を
嘱の日から平成31年３月31日まで【応
示した計画の見直し案について。
【送付
募資格】次の全てに該当する人①１月１
先・問】〠020-8530（住所不要）市役
日現在で市内に１年以上住んでいる②
所企画調整課☎613-8394、ファクス
平成９年１月１日以前生まれ③平日の日
622-6211
中に開催する会議（29年度は４回、30
年度は１回程度）に出席できる④市の
●もりおか老人大学特別講座
工業振興に関心がある【応募方法】応
運営業務委託の公募説明会
募用紙に必要事項を記入し、市役所別
館７階のものづくり推進課へ郵送また
市は60歳以上を対象に開催するもり
は持参。３月10日㈮消印有効。持参は
おか老人大学で、特別講座（全５回）
同日17時45分まで【問】同課☎626 の運営団体を２月28日㈫まで募集して
7538【広報ＩＤ】1011724
います。募集に当たり、説明会を開催し
■農業委員
ます。【日時】２月20日㈪14時～15時
農地転用・権利移動などの審議や、
半【場所】市役所別館502会議室【問】
農地利用の最適化のための施策に対し
長寿社会課☎603-8003【広報ＩＤ】
意見を提出。
【募集人員】19人【任期】
1006421
７月20日㈭から３年間【応募資格】農
●差し押さえ物件の公売
業に関する識見を有する人【応募方法】
応募用紙に必要事項を記入し、３月１日
市が 差し 押さえた不 動 産や動 産を
㈬以降に市役所都南分庁 舎の農業委
Yahoo！官公庁オークションで公売しま
員会事務局または玉山分庁舎の同事務
す。
【申込期間】
２月27日㈪23時まで【公
局玉山分室へ郵送または持参。郵送は
売方法・期間】▶入札：３月６日㈪13時～
３月31日㈮消印有効。持参は同日17時
14日㈫13時▶せり売り：３月６日㈪～８日
まで【問】同事務局☎639-9034【広報
㈬23時【問】納税課☎613-8466
ＩＤ】1018424
●選挙人名簿の縦覧
■農地利用最適化推進委員
法律に基づき新しく設置する委員で、 【日時】３月３日㈮～７日㈫、８時半～
認定農業者などへ、農地利用の集積・
17時【場所】市選挙管理委員会事務局
集約化、耕作放棄地の発生防止や解消、 （市役所本館８階）
【内容】３月２日に
農業の新たな担い手参入を支援。【募
新たに登録される人（平成11年３月２日
集人員】26人【任期】７月20日㈭から
以前に生まれ、平成28年12月１日まで
３年間【応募資格】農地の利用の最適
に住民基本台帳に登録された人）の名
化に熱意と識見を有する人【応募方法】
簿を縦覧【問】同事務局☎626-7582
応募用紙に必要事項を記入し、３月１日
●作品を展示しませんか
㈬以降に市役所都南分庁 舎の農業委
員会事務局または玉山分庁舎の同事務
市立病院は、患者さんにとって心地よ

お知らせ
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い空間を提供するため、趣味などで創
作活動をしている人の作品を展示する
コーナーを設けています。展示期間は２
週間から１カ月程度で、費用は無料。個
人、団体を問いません。写真や絵画、書
道など、あなたの自慢の作品を展示して
みませんか【問】同病院☎635-0101

●水道料金・下水道使用料
料金早見表を配布
４月からの新水道料金の早見表を、
３月からの検針に合わせて各戸配布し
ます。【問】上下水道局経営企画課☎
623-1411

●建築物防災週間
３月１日㈬～７日㈫は建築物防災週間。
市は消防署と協力して、不特定多数の人
が出入りする建築物の立ち入り査察と改
善指導を実施します。また期間中の月曜
から金曜に、市役所都南分庁舎２階の
建築指導課で、既存木造住宅や地震対
策などの防災相談所を開設します。
【問】
同課☎639-9054【広報ＩＤ】1001693

●鳥インフルエンザの感染防止
にご協力を
■野鳥との接触に注意
市内で、野鳥の鳥インフルエンザへの
感染が発生しています。通常は人に感染
しないと考えられていますが、発生現場
に立ち入らず、次の点に注意しましょう。
①死亡した野鳥に触らない②野鳥のふ
んを踏まない③野鳥に餌をやらない④
不必要に野鳥を追い立てない
【問】環境企画課☎613-8419【広報Ｉ
Ｄ】1001650
■家禽を飼育している人は
ニワトリなどの家禽を飼育している人
は、次の点にも注意が必要です。①鳥
小屋に野生動物が侵入しないよう対策
②鳥小屋に出入りするときは手洗い・
靴底消毒を徹底③他の飼育現場への
出入りを控える④飼育する鳥に異常が
見られる場合は、県中央家畜保健衛生
所☎688-4111に連絡【問】農政課☎
613-8457【広報ＩＤ】1008256
か きん

●スポーツ安全保険に加入を
29年度分の申込用紙を市の体育施
設などで配布。申し込みの受け付けは
３月１日㈬ から開 始します。【保 険 期
間】４月１日㈯～来年３月31日㈯【掛け
金】１人800円～※加入区分により金額
が異なります【問】スポーツ安全協会県
支部☎648-0400

●岩手育英会の奨学生を募集
岩手育英会は県内の大学・短期大学
広

告

生に月１万5000円を、県外の大学・短
期大学生に月３万円を貸し付けていま
す。また、新規入学奨学生に入学一時金
10万円を給付します。
【対象】県内に本
籍がある大学生・短期大学生【応募期
限】３月24日㈮【問】同会事務局（学務
教職員課内）☎639-9044【広報ＩＤ】
1013272

●市の推計人口（１月１日現在）
【人口】29万6335人（男＝14万546人、
女＝15万5789人）
【対前月比】136人
減【世帯数】13万727世帯【問】企画調
整課☎613-8397

図

書

■市立図書館（高松一☎661-4343）
※２月23日㈭まで、図書点検のため利
用できません
◎おはなしのじかん
【日時・対象】２月25日㈯、11時～11
時20分は４歳～小学１年、11時半～12
時は小学２年以上
◎えほんのへや
【日時】３月２日㈭15時半～16時
【対象】幼児・小学生
■都南図書館（永井24☎637-3636）
◎「防災を考える本棚」と「小・中学生
防火ポスター展」
【日時】２月23日㈭～３月１日㈬、９時
～18時
【内容】防災に関する図書と防火ポスタ
ーコンクール入選作品の展示
◎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】３月４日㈯11時～11時半
【対象】幼児
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
◎おひざにだっこの会
【日時】３月３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22日㈬10時半～11時
【対象】幼児
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
◎おはなしのひろば
【日時】２月18日㈯10時半～11時10分
【対象】幼児～小学生
◎ふたばおはなし会
【日時・対象】３月１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。
月日 区分
内
外
２/19 小
㈰
歯
薬

内
外
小
２/26
歯
㈰
薬

名称
むらまつクリニック
久保田医院
さかもと整形外科
成島整形外科医院
寺井小児科医院
ささき歯科医院
エメラルド薬局仙北店
さんぺい薬局
ヨシダ調剤薬局
好摩薬局
あべ神経内科クリニック
くどう医院
菊池整形外科・形成外科クリニック
川久保病院
さとう歯科医院
さかな町薬局
前九年薬局
清水町調剤薬局
オーロラ薬局

所在地
東仙北一丁目３-７
大館町26-３
天神町11-３
好摩字上山14-66
山王町１-９
三本柳３-12-７
東仙北一丁目３-48
大館町26-２
天神町11-４
好摩字夏間木102-14
肴町６-６
前九年三丁目16-15
清水町５-22
津志田26-30-１
黒石野一丁目10-３
肴町４-30
前九年三丁目 16-10
清水町５-18
南仙北三丁目２-30

電話番号
635-5110
646-9090
623-8555
682-0001
623-8249
637-8211
656-5331
641-0335
625-8148
669-3330
606-3711
647-3251
606-5100
635-1305
661-8241
651-8311
648-8101
654-7253
635-1233

就 職 説 明 会 が 開 催されます
平成30年３月卒業予定の大学・短大・専門学校生などを対象に、企業が会
社説明や採用情報などの求人情報を提供する就職説明会が開催されます。い
ずれも入場無料です。

いわてキラリ企業
合同就職説明会
もりおか就職ガイダンス
【日時】３月14日㈫13時～16時※12時
～12時40分は、企業の採用担当者から
仕事選びのポイントについて聞くトーク
セッションを開催
【場所】ホテルメトロポリタン盛岡
（盛岡駅前通）
【対象】盛岡広域★に就職を希望する人
【問】経済企画課☎613-8298
【広報ＩＤ】1018402
★盛岡市・八幡平市・滝沢市・雫石町・
葛巻町・岩手町・紫波町・矢巾町

ク！
あわせてチェッ
盛岡で働く魅力がいっぱいの
プロジェクトサイト

http://go-morioka.com
【問】ジョブカフェいわて☎621-1171

広

【日時】３月１日㈬13時～16時
【場所】アイーナ（盛岡駅西通一）
【対象】県内に就職を希望する人
【定員】500人
【申し込み】県中小企業団体中央会フ
ァクス624-1266または同会ホームペー
ジで受付中。定員に満たない場合は当
日、会場でも受け付けます
【問】同会☎624-1363
【広報ＩＤ】1018545

いわてで働こう！
合同企業説明会
【日時】３月22日㈬12時半～16時半
【場所】ホテル東日本盛岡（大通三）
【対象】県内に就職を希望する人
【問】岩手労働局☎604-3004
【広報ＩＤ】1018546

盛岡の企業で働く
若手社員や職場の様子を
写真や動画で紹介中！

告

［広報もりおか 29.２.15］11

