
　寒さの厳しい岩手の冬。盛岡市やその広域には、パウダースノーを
誇るスキー場や、規模は小さくても近くて気軽に通えるスキー場、最
新のスケートリンクなどがそろい、ウインタースポーツをするにはま
さに恵まれた環境。首都圏などにはない、雪国ならではの特権ともい
えます。
　市中心街から最も近く、ファミリー層に愛されている岩山パークス
キー場（新庄字岩山）で１月21日に開かれた親子スキー教室（市ス
キー協会主催）には８組の親子が参加。初めての人でも無理なく基礎
を学べるのが同講座の特長です。小学２年の息子・稜

りょう

人
と

君と参加した

鈴木英
ひで

子
こ

さん（32）＝仙北二＝は茨城県出身。「親子共にスキーは
初めて。雪国に住み、せっかくなのでやってみようと参加した。丁寧
に教えてもらい、思っていたより上達が実感できて楽しい」と笑顔。
最後の一滑りを終えた稜人君はお母さんに駆け寄り、「今すごく上手
に滑れたよ！絶対にまたスキーしたい！」と充実感あふれる表情を見
せました。
　まだまだ続く岩手のウインタースポーツシーズン。楽しまないなん
て、もったいない。銀色に輝く世界があなたを待っています。
【問】スポーツ推進課☎603-8013

世界へ

飛び出そう！

＝写真＝スノーボード初心者教室（１月21日／岩山パークスキー場）、親子スキー教室（同）、初心者スケート教室（１月24日／みちのくコカ・コーラボトリングリンク）
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　「犬や猫は小さいころから育てないと自
分に懐かないのでは」と不安に思う人もい
るかもしれませんが、必ずしもそうではあ
りません。保護犬・保護猫を譲り受けるに
当たって、お勧めする点と注意すべき点を
理解することが大切です。

　　　保護犬・保護猫の譲り受けを
　　　お勧めする点
◆成犬・成猫の場合、体格や性格などがほ
ぼ確立しているため、自分のライフスタ
イルに合う動物に出会える
◆仮譲渡として一定期間動物と過ごし、相
性や性格を確認できる制度もある
◆講習会や個別相談など、譲渡前後の支援
が充実している
◆行き場所の無い動物たちの命を救うこと

　「犬や猫を飼いたい」と思ったとき、ペットショップやブリーダーから購入す
る以外に、「保護犬」「保護猫」の譲渡を受ける（引き取る）という方法もあり
ます。飼いたいというだけでなく、その命を救いたいという思いから、保護犬・
保護猫を家族に迎える人が増えています。命のバトンをつなぐ取り組みに参加し
てみませんか？

飼い主がおらず、保健
所や動物保護団体、預
かりボランティアの自
宅などで保護されなが

飼い主や親を見失って
迷子になったり、災害

ら、新しい飼い主が決まるのを待っている犬・
猫のことです。保健所では、さまざまな理由で
譲渡が難しい場合、殺処分することになります。
（本年度は11匹の猫が殺処分となっています）

や病気などの事情で飼い主に飼い続けてもらえ
なくなったりしたためです。一度は親や飼い主
との絆を断たれてしまった犬・猫たち。それで
もけなげに、新しい出会いを今か今かと待って
います。

に貢献できる
◆犬・猫が徐々に心を開いて、家族の一員
になっていくことを実感できる

　　　保護犬・保護猫の譲り受けで
　　　注意すべき点
◆年齢や病歴、保護されるまでの飼育環境
などの詳細が分からないことが多い
◆しつけ直しや看護など、特別な理解や技
術が必要な場合もある
◆種類や大きさなどが希望どおりの動物と
なかなか出会えなかったり、飼育環境な
どの条件が合わずに譲渡を受けられない
場合もある

◆動物保護団体によっては、譲り受けの際に、
保護期間中の飼育費用やワクチン代など
を支払わなければならない場合もある

　市保健所では、譲り受けたい動物の種類
や性別、飼育環境などを事前に登録しても
らい、条件に合う犬・猫が保護された場合
に連絡しています。
　また、市保健所で保護した動物を受け入
れている動物保護団体は右のとおりです。
各動物保護団体では譲渡会や触れ合いカフ
ェなどで新しい飼い主を募集しています。
詳しくは生活衛生課か各動物保護団体にお
問い合わせください。

　市保健所は、27年度
に犬７匹・猫29匹、28
年度は昨年末までで犬７
匹・猫49匹を譲渡して
います。保護犬・保護猫
の命が救われただけでな
く、犬・猫を迎え入れた
家庭から、生活がより豊
かになったという声も寄
せられています。

～保護猫を家族に迎えた方の声～interview

　殺処分を減らしたいとい
う思いで、保健所から猫の
姉妹２匹を譲り受けました。
保護されてから引き渡しま
での詳細な状態や通院歴な
どが記された「飼養管理カ
ルテ」がもらえるほか、ワ
クチンや避妊時期などの相

新しい飼い主を待っ
ている犬・猫の情報は、
市公式ホームページで
随時提供しています。
【広報ＩＤ】1001657
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談にも乗ってくれるので心
強かったです。
　譲り受けたときは生後約
２カ月で、片手に収まるく
らい小さく少し心配しまし
たが、今ではとても活発！
毎日元気に遊んでいて、私
たちも癒されています。

一人暮らしだった飼い
主が亡くなり、取り残
されてしまいました

目や耳に重傷を負い、
衰弱しきっているとこ
ろを緊急保護しました

　郷土芸能と古武道の市内12団体が、日々の練習の成果を披露しま
す。暮らしの中で祈りの手だてとして受け継がれてきた迫力の演舞を
お楽しみください。
【日時】２月26日㈰10時～15時半（予定）
【場所】キャラホール（永井24）
【費用】前売り800円、当日券1000円。中学生以下無料
　　　　※前売り券は市内プレイガイドで発売中
【問】歴史文化課☎639-9067

　盛岡にしかない題材による地元劇作家の書き下ろし作
品を、市民キャストとスタッフで送る「劇団モリオカ市
民」公演―。「あの年の盛岡」シリーズ３部作の完結編
となる今回の「あの年」は、2011年。東日本大震災発生
時の盛岡の様子や沿岸に住む人たちとの交流を描きます。
市民手づくりの舞台を、ぜひお楽しみください。
【日時】３月４日㈯14時～・19時～、５日㈰14時～
　　　　（計３回公演）
【場所】盛岡劇場（松尾町）
【費用】前売り1000円、当日1300円
　　　　※前売り券は市内プレイガイドで発売中
【問】同劇場☎622-2258

　地元で活躍する団体やアーティストが、普段の活動の枠を超えて
共演するT

と び で る

OBIDERU物語―。今回は影絵サークル「ジャンケンポ
ン」と見前神楽保存会のコラボレーション。ここでしか見ることので
きないステージをお楽しみください。

　　　郷土芸能
 フェスティバル

TOBIDERU物語Ⅲ
影絵と神楽のコラボレーション

劇団モリオカ市民公演

あの年の盛岡2011
もりおか

【日時】３月12日㈰13時～16時半
【場所】キャラホール（永井24）
【内容】吹奏楽団の演奏の鑑賞と気になる楽器の演奏
体験、身近な素材を使った楽器の製作
【対象】市内在住の小・中学生（親子での参加も可）
【定員】20人
【費用】1200円

【日時・内容】３月19日㈰13時～15時はバイオリ
ン・チェロの演奏体験、20日㈪14時～15時半はもり
おかジュニアオーケストラ定期演奏会の鑑賞
【場所】中央公民館（愛宕町）
【対象】市内在住の５歳～高校生

みんなで吹奏楽体験！ あこがれのヴァイオリン・チェロに
ふれてみよう！

　 　
 憧れの楽器演奏を体験しよう♪

【出演】
神楽：大宮神楽、大ケ生山伏神楽
田植踊り：見前町田植踊り
獅子踊り：山岸獅子踊り、澤目獅子踊り、   
　　　　　下永井獅子踊り
剣舞：永井大念仏剣舞
さんさ踊り：北山郷土芸能保存会、盛岡さ
　　　　　　んさ踊り清流、東安庭わかば
　　　　　　会、城内さんさ踊り
無形文化財：南部藩古武道保存会
特別出演：花農春日流鹿踊（花巻農業高）

あの年の盛岡2011
震災発生直後、盛岡ではどん
なことが起きていたのか、さ
まざまなエピソードを重層的
に組み合わせた舞台。震災か
ら６年が経とうとしている今、
記憶の風化に少しでも歯止め
をかけたいという思いが込め
られています。宮古市で活動
する劇団「劇研麦の会」もゲ
スト出演し、沿岸での様子も
描きます
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【日時】３月18日㈯13時半～
【場所】キャラホール（永井24）
【定員】80人
【費用】無料
【申し込み】２月17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

◀
昨
年
の
体
験
会
の
様
子

【申し込み】往復はがきに郵便番号と住所、
参加する子どもの名前・性別・学校名、保
護者の名前（参加の有無も記入）、電話番
号、イベント名を記入し、〠020-0834永
井24-10-１、都南公民館へ郵送。２月28
日㈫必着。定員を超えた場合は抽選
【問】同館☎637-6611

みん

見
前
神
楽
保
存
会

下永井獅子踊り

 

さ
ば

東安庭わかば会

　　　　（小学生以下は保護者同伴）
【定員】20人
【費用】無料
【申し込み】往復はがきに住所と名前、年
齢、性別、電話番号、イベント名を記入し、
〠020-0013愛宕町14-1、中央公民館へ郵送。
３月７日㈫必着。定員を超えた場合は抽選
【問】同館☎654-5366

器の演奏
お

【日時
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もりげきでお待ちしています！

ダフルな暮らしダダワン
保護犬・保護猫との

「譲渡」という出会いを知ろう

譲渡を受けたい場合は

保護犬・保護猫
とは？

飼

どうして
保護犬・保護猫
になるの？

［広報もりおか 29.２.15］3

家族に
ニャろう！！！

保
お　

　　　

【問い合わせ・譲り受けの登録】
市保健所生活衛生課☎603-8311

譲り受けた犬・猫と暮らす幸せ

保
注　

　

【動物保護団体】
動物いのちの会いわて☎691-1770
猫カフェ「もりねこ」☎613-7773
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就職や退職などの異動が多くなるこの時期。新たに
国保に加入するときや、国保から他の健康保険に変
わったときなどは、国保窓口への届け出が必要です。
加入の届け出が遅れると、資格が発生した月までさ
かのぼって国保税が課税され、まとめて納めることに
なります。また、国保を抜ける場合は、届け出をしな
いと課税され続けますので、ご注意ください。届け出
に必要な書類など、詳しくは健康保険課給付係へお問
い合わせください。
【国保窓口】健康保険課給付係、都南総合支所税務福
祉係、玉山総合事務所健康福祉課、各支所
★健康保険課と都南総合支所、玉山総合事務所は４月
１日㈯９時～17時も受け付けます

70歳になった翌月（１日生まれの人はその月）から、医療機関を受
診する際には、高齢受給者証の提示が必要です（後期高齢者医療制度の
加入者を除く）。高齢受給者証は、医療機関で支払う自己負担割合を示
すものです。
●昭和19年４月１日以前に生まれた人…１割負担
（一定以上の所得がある人を除く）
●昭和19年４月２日以降に生まれた人…２割負担
（一定以上の所得がある人を除く）
●一定以上の所得がある人………………３割負担

表２ 高齢受給者証を持っている70～74歳の自己負担限度額（月額）

    区分※3
世帯で入院・外来があり、合算する場合の負担
限度額（過去１年以内に３回以上高額療養費に該
当した場合の４回目以降の限度額）

個人ごとの
外来限度額

一定以上
所得者 ４万4400円 ８万100円＋［（総医療費－26万7000円）×１％］（４万4400円）
一般 １万2000円 ４万4400円

低所得者
Ⅱ

8000円
２万4600円

Ⅰ １万5000円
※３　一定以上所得者：高齢受給者証の負担割合が３割の世帯の人
　　　一般：一定以上所得者を除く住民税課税世帯の人
　　　 低所得者Ⅰ・Ⅱ：国保加入者全員と世帯主が住民税非課税でかつ所得が０

円（年金収入のみの人は年額が80万円以下）の場合は「低所得Ⅰ」に、そ
れ以外の場合は「低所得Ⅱ」になります

★所得に関わらず申告を
国保税は前年の所得などを基に計

算されます。所得の申告がないと、
国保税の軽減や国保の給付が正しく
受けられないことがあります。前年
の収入がない場合でも必ず申告をし
ましょう。（詳しくは１月15日号
をご覧ください）

★軽減・減免制度があります
離職日時点で65歳未満の人で、

倒産や解雇、雇い止めなどで失業し、
雇用保険を受給している人は、国保
税が軽減される場合があります。ま
た、災害や病気、リストラにより所
得が減少したときは、申請により国
保税や一部負担金が減免となる場合
があります。詳しくは、国保税につ
いては賦課係、一部負担金について
は給付係へどうぞ。

★２月28日㈫は28年度の
国保税の最終納期限です

　事情があって納期限までに納付で
きないときは、健康保険課徴収係へ
早めにご相談ください。

表３ 年金天引きの開始時期など
天引きの対象になった時期※ 通知時期 開始時期
28年４月２日～28年10月１日 29年３月 29年４月
28年10月２日～28年12月１日 29年５月 29年６月
28年12月２日～29年２月１日 29年６月 29年８月
※世帯主の65歳到達や、転入などで国保の資格が新た
　に発生した時期

３月31日㈮で他の健康保険の
任意継続資格が満了となり、４月
から市の国保に加入する人は、事
前に国保窓口で加入の届け出がで
きます。届け出には、健康保険資
格喪失証明書か資格喪失予定年月
日などが記載された健康保険証と
印鑑が必要です。保険証は４月３
日㈪以降に順次郵送します。

国民健康保険

●国保に加入するとき
　・職場の健康保険などの資格がなくなった
　・他の健康保険の被扶養者から外れた
　・生活保護を受けなくなった
●国保から抜けるとき
　・職場の健康保険などに加入した
　・他の健康保険の被扶養者として認められた
　・75歳未満で後期高齢者医療制度に変わった

高齢受給者証は、
70歳になる人へ資
格取得月の前月下
旬に発送します。

表１ 70歳未満の人の自己負担限度額（月額）

住民税の
課税状況

限度額（過去１年以内に３回以上高額療養費に該
当した場合の４回目以降の限度額）

総所得から基礎
控除を引いた額

課税あり

901万円超※２ 25万2600円＋［（総医療費－84万2000円）×１％］（14万100円）
901万円以下
600万円超　

16万7400円＋［（総医療費－55万8000円）×
１％］（ 9万3000円）

600万円以下
210万円超　

8万100円＋［（総医療費－26万7000円）×１
％］（ 4万4400円）

210万円以下 ５万7600円（４万4400円）
非課税 ３万5400円（２万4600円）

※２　所得申告をしていない場合はこの額とみなされます 問い合わせや届け出、相談は

健康保険課
国民健康保険窓口（市役所別館１階）

▼保険証・医療給付・訪問保健指導は
　　　　　　　　　　　　……給付係☎613-8436

▼納税通知書・課税内容は……賦
ふ

課
か

係☎613-8437

▼納付相談・口座振替は………徴収係☎613-8438

▼特定健診は……………………業務係☎626-7527

▼市・県民税の申告は…………市民税課
　　　　　　　　　　　　　　☎613-8497・8498

届け出を忘れずに 国保加入の事前受け付け

70～74歳の自己負担割合

医療費が高額になったときの払い戻し（高額療養費）

国保税の年金天引きについて

国保を使えない場合があります

　高齢者などを狙った悪質な還付金詐欺が多発
しています。電話で「医療費や国保税の還付金
がある」と語り、コンビニやスーパーなどの現
金自動預払機（ＡＴＭ）へ誘導しお金を振り込
ませる手口です。健康保険課の職員が電話で還
付金の案内をすることは絶対にありません。不
審な電話があった
ら一人で悩まず、
すぐに警察や市消
費生活センター☎
624-4111に相談
してください。

国保加入者で特定健診の結果、生活
習慣病の危険度が高く、生活習慣の改
善で予防が期待できる人に生活改善や
栄養・運動について保健師や管理栄養
士などが無料でアドバイスする特定保
健指導「サンサンチャレンジ」利用券
を送付しています。利用券が届いた人
は早めに健康推進課にお申し込みくだ
さい。【問】市保健所健康推進課☎
603-8305

　病気やけがのときに安心して医療を受けられるよ
う、全ての人が健康保険に加入することになってい
ます。健康保険には、全国健康保険協会や、企業や業
種単位で組織している健康保険組合などがあります。
市が運営している国民健康保険（国保）もその一つ。
加入者みんなの支え合いで成り立っている国保の制
度についてお知らせします。【広報ＩD】1003549

※１　 窓口で支払う額が自己負担限度額までとなる証明書（70歳
未満の人と70～74歳の住民税非課税世帯の人が対象）。受
診の際に医療機関への提示が必要です

１カ月に医療機関に支払った自己負担額が高額になった場
合に申請すると、一定の金額（負担限度額）を超えた分が高
額療養費として払い戻されます。負担限度額は年齢や所得に
よって異なります（表１と表２のとおり）。また、限度額適
用認定証※１を使った場合でも、世帯や入院・外来受診の合
計が限度額を超えたときは、高額療養費の申請ができます。
手続きは健康保険課給付係や都南総合支所税務福祉係、玉
山総合事務所健康福祉課で受け付けます。領収書と保険証、
世帯主の印鑑、銀行の口座番号が分かるものを持参し、受診
から２年以内に申請してください。

領収書は大切に保管を
　施術を受けた際の領収書は必ず保管し、市が送付す
る療養費通知とその内容を比較して、不明な点がある
場合は健康保険課給付係へお問い合わせください。

収）。なお、新たに年金天引きの対象になる世
帯には、表３のとおり事前に通知します。

世帯主が75歳になる場合の
年金天引きの中止

28年度に年金天引きになった世帯のうち、
29年度中に世帯主が75歳で後期高齢者医療制
度の加入者になる場合、29年４月以降は納税
通知書や口座振替による納付に変更します。対
象になる世帯主には、７月中旬に納税通知書を
送付するので、納付方法にご注意ください。

口座振替に変更できます

年金天引きに代えて口座振替にしたい場合は、
通帳と印鑑を持参の上、利用している金融機関
で口座振替の申し込みをしてから、健康保険課
で「口座振替納付申出書」の提出が必要です。
なお、世帯主が健康保険課で口座振替の手続き
をする場合は、本人のキャッシュカードのみで
申し込みができます。詳しくは、健康保険課徴
収係へお問い合わせください。

次の①～③の全てに該当する場合、国保税は
世帯主の年金から天引きします。
①世帯主が国保加入者で、同じ世帯の国保加入
者全員が65歳以上75歳未満
②世帯主の対象年金受給額が年額18万円以上
③世帯主の介護保険料と国保税の合計額が、対
象年金受給額の２分の１以下

４月からの年金天引きについて

国保税は、前年所得の確定後７月中旬に決定
しますので、４・６・８月は、２月に天引きし
た額を仮の税額として天引きします（仮徴収）。
10・12・翌年２月は、確定した税額と仮徴収
額との差額を３回に分けて天引きします（本徴

高額療養費（払い戻される額）の計算式
（１カ月に医療機関ごとに支払った自己負担額の合計★）－（表1または表2の限度額）
★ 70～74歳の人は医療機関ごとの金額にかかわらず自己負担額の合計。70歳未
満の人は一つの病院で入院、外来ごとに２万1000円以上支払った場合が対象

整骨院や接骨院での施術
（柔道整復）

骨折や脱臼、打撲、捻挫、挫傷の
場合も国保を使えますが、次の場合
は対象になりません。
○肩こりや腰痛などの筋肉疲労　
○脳疾患後遺症などの慢性病
○神経痛・リウマチ・五十肩・関節
炎・ヘルニアなどからくる痛み

○整形外科や外科で治療中の部位

はり・きゅう・マッサージ

はり・きゅうでは、神経痛やリウ
マチ性疾患、頸

けい

腕
わ ん

症候群、五十肩、
腰痛症、頸

けい

椎
つ い

捻挫後遺症などの慢性
的な痛みが主な症状の場合は国保を
使えます。マッサージでは、筋麻
痺や関節拘

こ う

縮
しゅく

症など、医療上必要
な場合は国保を使えますが、疲労
回復などは対象外です。
いずれも国保を使う場合は、医師
があらかじめ発行する同意書が必要
です。国保税を適正に使用

するため、市が施術
内容などを確認する
ことがあります

交通事故など第三者の行為によって病気やけがをしたと
きは、届け出により国保で治療できます。この場合、自己
負担分を除く医療費を国保が立て替え、加害者に請求しま
す。詳しくは健康保険課給付係へお問い合わせください。

交通事故などに遭ったとき

1 2

3

☆転入・転出・出生・死亡に伴う国保の加入・脱退の手
　続きは、住民票や戸籍などの届け出後に市が行います

【受付期間】
３月16日㈭・17日㈮・21日㈫～
24日㈮、８時半～17時半
☆健康保険課と都南総合支所、玉山
総合事務所は３月26日㈰の９時～
17時と27日㈪～31日㈮の８時半
～18時半も受け付けます。その他
の支所は３月16日㈭～31日㈮の平
日の８時半～17時に受け付けます

5
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　訪問保健指導をしています
国保特定健診や人間

ドックを受けた人、医
療機関や整骨院へ通っ
ている人などに、重症
化予防のため訪問保健
指導を実施。また、町
内会などに出向いて生
活習慣病や医療費につ
いての講話も行ってい
ます。詳しくは、健康
保険課給付係へお問い
合わせください。

6

7

限度額は市・県民税の申
告所得によって決まるの
で、所得がない人も必ず
申告してください

計算方法など、不明
な点はお気軽にお問
い合わせください

生
活
習
慣
病
を
予
防
し
ま
し
ょ
う
！

還付金がATMで
支払われることは
絶対にありません！

　

生活習慣病予防のため特定保健   
　指導「サンサンチャレンジ」に
　申し込みを！

担

担

担

高齢受給者
70歳になる
格取得月の
旬に発送し
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消費生活情報
消費トラブルに巻き込まれた場合や過払い請求、債務整理の相談は早めに市消費生活センター☎604-3301へ！消費トラブルに巻消費トラブルに

訪問販売

お断り！
売

布団リフォームトラブル

妻は断れない
性格なので…。

　私が外出中に、布団販売業
者から「古い布団を見せてほし
い」と電話が。妻は断れない性
格のため、訪問を了承してしま
いました。過去には30万円のロ
ーンを組み布団を購入したこと
もあったので、また売りつけら
れるのではないか心配です。事
業者が訪問した際、どのように
対処したらよいでしょうか？
（80代 男性）

認知症気味の父が
勝手に高額な契約
をしちゃって。

　父が一人で暮らす実家に帰る
と、高額な布団リフォームの契
約書を発見。父に確認すると、3
週間前に業者が勧誘に訪問し
たようです。父は認知症気味で、
突然高額な買い物をしてしま
うこともあり心配です。布団は
近日、代引きで届くそうですが、
今からでも解約できるのでしょ
うか？　
(40代 女性)

【日時】３月４日㈯10時～16時
【場所】消費者信用生活協同組合（南大
　　　　通一丁目８-７CFCビル２階）
【内容】借金や生活費用不足、貸付制度
など日常生活のお金の悩みを弁護士や専
門の相談員が相談に応じます。秘密は厳
守します

くらしとお金の安心合同相談会
【主催】同協同組合と市、県社会福祉
協議会、市社会福祉協議会、岩手弁
護士会消費者問題対策委員会、NPO
法人いわて生活者サポートセンター 
【費用】無料
【申し込み】同協同組合☎653-0001で
電話受け付け

地図 消費者信用生活協同組合の場所

盛岡市役所

中の橋

プラザおでって

消費生活
センター

旧盛岡バス
センター

テレビ岩手

盛岡城
跡公園

消費者信用
生活協同組合
消費者信用
生活協同組合杜陵老人

福祉センター

盛岡市役所

中の橋

プラザおでって

消費生活
センター

旧盛岡バス
センター

テレビ岩手

盛岡城
跡公園

杜陵老人
福祉センター

Nanak
( ななっく )
Nanak
( ななっく )

両ケースとも高齢者が狙
われ、強引・長時間の勧

誘に根負けして不要な高額契約
をさせられています。勧誘の多
くは、布団カバープレゼントや
安価なクリーニング・ダニの点
検との名目で訪問し、最終的に
高額な布団の契約に結び付ける
「点検商法」。このような勧誘
があった場合は次の３つに気を
付け、家族などとよく話し合っ

た上で、必要なければ「はっき
り断る」ことが重要です。また、
万が一契約してしまっても、ク
ーリング・オフや契約の取り消
しができる場合があります。事
例２の場合、クーリング・オフの
期間は過ぎていましたが、独居
の高齢者への勧誘方法に問題が
あったため、契約を解除できま
した。まずは、速やかに消費生
活センターにご相談ください。

「ウイルスに感染」の表示が
　パソコン操作中、「ウイルスに感染」という警告が画面に
表示され記載してある電話番号に連絡すると、事業者から
複数年のセキュリティサポートなどを契約させられる事例が
増えています。市消費生活センターでも昨年の夏以降、11
件の相談がありました。

急増中

一
人
で
悩
ま
ず
、

ま
ず
は
ご
相
談

く
だ
さ
い

　自宅に訪問し、高額な契約をさせられる布団の訪問販売やリフォームに関
する相談が急増しています。以前布団を販売したことのある事業者や、別会
社から顧客名簿を入手した事業者が自宅を訪問し、数十万円の契約を迫った
り、長期間のローンを組ませるケースも。事例をもとにトラブルを防ぐポイ
ントを押さえましょう。

講座名・主催・連絡先 日時・回数・会場 内容
（受講料・費用）

定員
（※対象）

申込
開始

笑顔ひまわり・仁王教室
Bondsクラブ（川目町）
☎090-8925-5812

２/20～３/27、月
曜（３/20除く）
13時半～15時
仁王地区活動セン
ター（三ツ割）

筋力アップ運動や
健康体操などで介
護予防
（各300円）

各20人
※55歳以上

2/18
㈯
18時

エコスピーカーの製作
都南つどいの森（湯沢１）
☎638-2270

２/23㈭～25㈯
９時半～15時

木製のスマホ用無
電源スピーカーを
作る（各2000円）

各８人
※中学生以上

２/20
㈪
９時

ママとベビーの
ハッピータイム
まつぞのスポーツクラブ
（北松園一）☎663-9280

３/１～22、水曜
13時～14時15分
松園地区公民館
（東松園二）

ベビーダンスやベ
ビーマッサージな
ど（１回1250円。
４回4000円）

各20組
※生後３～24
カ月の子と保
護者

２/20
㈪
10時

じっくり学ぶパソコン教室
西部公民館（南青山町）
☎643-2288

３/２㈭
10時～15時

デジカメ活用・取
り込み加工
（2500円）

16人
２/23
㈭
10時

３/４㈯・５㈰
全２回
10時～16時

パワーポイントで
プレゼン資料作成
（4400円）

16人
２/24
㈮
10時

３/８㈬
10時～15時

タブレット使いこ
なし編
（2300円）

10人
３/１
㈬
10時

３/11㈯・12㈰
全２回
10時～16時

エクセル使いこな
し編
（4400円）

16人
３/３
㈮
10時

コーチング入門講座
サンライフ盛岡（仙北二）
☎635-9600

３/３㈮19時～21
時、４㈯14時～
16時

コーチングをベー
スとしたコミュニケ
ーション方法を学ぶ
（各2000円）

各32人
２/18
㈯
14時

ファーストサイン教室
盛岡体育館（上田三）
☎652-8855

３/3～17、金曜
全３回
10時半～12時

赤ちゃんとの触れ
合い遊びでコミュ
ニケーションをと
る（3240円）

10組※首が据
わった４～18
カ月の子と保
護者

２/18
㈯
９時

がんばらない介護予防講座
渋民公民館（渋民字鶴塚）
☎683-2354

３/４㈯・５㈰
全２回
10時～11時半

フットケアと服薬な
どの注意点を学ぶ
（無料）1018441

20人
２/19
㈰
９時

障がい者のための健康スポー
ツ体験教室
もりおか障害者自立支援プラ
ザ（三本柳13）☎632-1331

３/４㈯13時半～
15時半
ふれあいランド岩
手（三本柳８）

ボッチャやディス
コンなどのニュー
スポーツを体験
（無料）

20人
※障がい者と
その関係者

２/20
㈪
９時

腸もみ健康教室
西部公民館（南青山町）
☎643-2288

３/８㈬・15㈬
全２回
13時半～15時半

便秘などに効く腸
もみを体験
（500円）1018409

15人
２/22
㈬
10時

おいしいコーヒーとスイーツ
の教室
西部公民館（南青山町）
☎643-2288

３/９㈭13時半～
15時半、16㈭13
時半～16時半、全
２回

コーヒーの入れ方
やイチゴタルト作り
を学ぶ（2000円）

1018410

16人
２/23
㈭
11時

芽でるネットパソコンミニセ
ミナー
起業応援ルーム芽でるネット
（中ノ橋通一）☎624-3583

①３/９㈭
　10時～12時
②３/16㈭
　13時～15時
③３/23㈭
　13時～15時

①ワードで職務経
歴書を作成
②エクセルの基礎
③エクセル関数入門
（無料）

1018381

①６人
②③各４人
※起業や就労
を目指してい
る女性

２/20
㈪
10時

ふれあいスポーツ交流会
西部公民館利用サークル団体
協議会（南青山町）
☎643-2288

３/11㈯13時20
分～15時10分
西部公民館
（南青山町）

ストレッチ体操や
太極拳などの運動
（無料）

30人
２/18
㈯
10時

思い通り！フォトショップで
写真加工
西部公民館（南青山町）
☎643-2288

３/15㈬～17㈮
全３回
10時～15時

写真の取り込みや
加工など基本操作
を学ぶ（4814円）

1018435

16人
３/８
㈬
10時

終活セミナーPartⅡ
講演会「これからの人生を輝
いて生きるために」
もりおか女性センター
（中ノ橋通一）☎604-3303

３/16㈭
13時半～15時半

自分らしい最期を
迎えるための生き
方などについて学
び考える
（無料）1018426

120人
２/21
㈫
10時

電話で申し込む講座
講座を主催する各施設・担当課へ電話でお申し込みくだ
さい。表中の申込開始日から先着順に受け付けます。
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講座名・主催・連絡先 日時・会場 内容
（受講料・費用） 定員

じっくり学ぶパソコン教室
パソコン・タブレットお助け相談会
西部公民館（南青山町）
☎643-2288

２/28㈫・３/９㈭10
時～15時※時間内で
随時受け付け

パソコンやタブレット全
般に関する相談（500円）

２月分1018384
３月分1018385

なし

はなまるシニア筋力アップ教室
特別編～今日から始める 介護予
防で健康長寿！～
長寿社会課☎613-8144

３/１㈬13時半～16時
プラザおでって
（中ノ橋通一）

筋力アップ体操や口腔
体操、食事の工夫につ
いての実技と講演
（無料）

100人
※おおむ
ね6 5歳
以上

認知症サポーター養成講座
長寿社会課☎613-8144

３/23㈭13時半～15時
みたけ地区活動セン
ター（みたけ四）

認知症の症状や対応の仕
方について学ぶ。オレン
ジリングを配布（無料）

なし

直接会場で受け付ける講座
講座がある当日、直接会場で受け付けます。

名 主催 連

健康づくり！マッサージ等指導教室【問】長寿社会課☎603-8003　1003805　
マッサージ師による健康づくりの講話と体のケアの基礎的な技術や知識のアドバイス
【対象】60歳以上【定員】各15～25人。開始10分前から先着順【費用】無料※タオル持参

日時 会場
２/17・３/３・17、金曜、13時半～15時半 青山老人福祉センター（青山三）
２/23㈭10時～12時 乙部老人福祉センター（乙部28）
２/24㈮10時15分～12時15分 太田老人福祉センター（上太田細工）
２/28㈫・３/14㈫、10時15分～12時15分 愛宕山老人福祉センター（愛宕下）
３/２㈭10時～12時 都南老人福祉センター（湯沢１）
３/８㈬13時半～15時半 上田老人福祉センター（上田四）

XAXFAファクスで申し込む講座
①住所②名前③年齢④電話番号⑤所属⑥講座名を記入し、ファ
クス652-7557でお申し込みください。２月18日㈯９時から先着
順に受け付け。【問】市体育協会（上田三）☎652-7600

XXXXXXAAAAAAAAAAXXXXXXXXXXXXA

講座名 日時・会場 内容
（受講料・費用） 定員

ジュニア期における
フィジカルリテラシ
ーの重要性

３/４㈯13時～16時
市立総合プール（本宮
五）

ジュニア期に必要な基本的身体能力の
向上についての講義と実技
（大学生以下1000円、一般1500円）

20人

ジュニアアスリート
のためのお弁当

３/11㈯９時半～13時半
中央公民館（愛宕町）

ジュニア選手に持たせたいお弁当につ
いて調理実習形式で講義（2000円。
子ども１人につき1000円で参加可）

20人

みちのくコカ・コーラボトリングリンク（本宮五）の各種教室（電話☎601-5001で申し込み）
教室名 日時 内容（受講料・費用） 定員（※対象） 申込開始

カーリング教室
①初級者コース
②平日コース

①２/24・３/10～24
　金曜、全４回
　19時～21時
②３/８～29
　水曜、全４回
　13時～14時半

①練習方法などのステ
ップアップ
（高校生以下4000円、
一般6000円）
②基礎動作や用具の使
い方など（4000円）

各10人
※①小学生以
上のカーリン
グ経験者②18
歳以上

２/20
㈪
10時

初心者スケート
教室

①２/27㈪・28㈫・３/２㈭
   全３回
　16時半～18時
②３/23㈭・24㈮・26㈰
　全３回
　９時半～11時

スケートの基礎、滑走
技術の習得
（各3500円）

①30人
②40人
※小学生～60歳
（中学生以上
は①５人程度
②10人程度）

①２/20
㈪
10時
②３/３
㈮
10時

幼児親子
スケート教室

３/18㈯11時15分～12
時45分、19㈰９時半～
11時、全２回

親子でスケートの基礎
と滑走技術の習得
（１組5000円）

15組
※５歳以上の
子と保護者

３/６
㈪
10時

往復はがきで申し込む講座
往復はがきに①住所②名前③年齢（学校名・学年）④性
別⑤電話番号⑥講座名を記入し、表の申込期限必着で、
主催する各施設・担当課の各講座の係へお申し込みくだ
さい。定員を超えた場合は抽選。

POSTOST
CARDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

TT
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

講座名
（住所・主催・連絡先） 日時・回数・会場 内容

（受講料・費用）
定員

（※対象）
申込
期限

先人講座
〠020-0834永井24-10-１
都南公民館☎637-6611

①３/３㈮
   10時～12時
②３/10㈮13時半
　～14時半、原敬
　記念館（本宮四）

①講話「原敬と作人
館の同窓生たち」
②原敬記念館内案内
と展示物の解説
（無料）　1018444

30人 ２/24
㈮

高校生のための短歌ゼミ
めざせ！短歌甲子園
〠020-0013愛宕町14-１
中央公民館☎654-5366

３/12㈰
９時～16時

短歌づくりのレベル
アップを図る
（無料）

　1018440

30人
※高校生

３/１
㈬

平成の藩校「明義堂」講座
〠020-0013愛宕町14-１
中央公民館☎654-5366

３/18㈯
13時半～15時

盛岡出身の建築家・
葛西萬司の人物像な
どを紹介
（無料）   1018439

20人 ３/５
㈰

中央通勤労青少年ホーム（中央通三）の体験講座（電話☎623-2701で申し込み）
【時間】主に19時～21時【対象】35歳未満の勤労者（求職中可）【会費】100円
【申込開始】２/20㈪12時　　●詳しくは同ホームのホームページをご覧ください

講座名 日時など 定員 費用など

ひな祭りのごちそうごはん ３/２㈭19時～21時 10人 材料代1000円。エプロン、三角巾持参

わくわく春色おもてなしメニュー ３/９㈭19時～21時 10人 材料代1000円。エプロン、三角巾持参
集まれキッズ！
親子で楽しくからだ遊び ３/11㈯10時～12時 10組 600円。【対象】１歳～就園前の子と保護者
べっぴん講座
猫背改善エクササイズ

３/14～28、火曜
全３回、19時～21時 15人 室内用運動靴持参【対象】女性

皆さんの暮らしに役立つ講座の募集情報をお知らせするページです。詳しい内
容は市公式ホームページhttp://www.city.morioka.iwate.jp/をご覧くださ
い。また本号掲載以外の講座も掲載していますので、併せてご覧ください。
７桁の数字：広報ＩＤ

けたたましい警告音に
慌ててしまって…。

　パソコンの操作中、突然けたたま
しい警告音が鳴り、画面に「ＰＣサ
ポート」という文字が現れました。
ウイルスに感染し個人情報が流出す
るという内容で怖くなり、表示され
た連絡先に電話。ところが、電話対
応が片言の日本語だったため不審に
思いすぐに電話を切ったのですが、
パソコンを再起動しても画面が消え
ません。今後どのように対応すれば
いいか教えてください。
（50代 女性）

警告音とともに

家の中に入れず、
はっきり断る
ドアを開ける前に訪
問者や要件をしっ
かり確認しましょう。
必要がなければはっ
きり断り、事業者を
家の中に入れないよ
うにしましょう。

１
一人で判断を
しない
勧誘に遭い、契約の
判断を求められたと
きは、その場で一人
で判断せずに、後で
家族などと本当に必
要かどうか考えまし
ょう。

２
高齢者がいる
家庭は要注意
高齢者がいる家庭で
は、家族など見守る
立場の人が、不審な
訪問や不要な品物・
契約書が増えていな
いか日頃から気を配
りましょう。

３

警告表示・警告音が
出るのはウイルス

感染によるものではあり
ません。そのようなウ
ェブサイトや広告バナー、
自動で別サイトへ移動さ
せる「リダイレクト」を
完全にブロックすること
はできませんが、落ち着
いて次の３つの対処をし
てください。

絶対に電話を
かけない

１

意図せずインストー
ルされたプログラム
による「ウイルスが
検出された」という
警告は嘘です。表示
された電話番号へは
絶対に連絡しないで
ください。

ウェブサイト
を閉じる

２

表示中のウェブサイ
トを閉じてください。
万が一、警告表示が
繰り返し出現して終
了できない場合は、
速やかに販売店やメ
ーカーなどに相談し
てください。

プログラムを
削除

３

意図せずインストー
ルしてしまったプロ
グラムは速やかに削
除してください。削
除方法はＩＰＡのサ
イトを参考に、必要
な作業を行ってくだ
さい。

情報処理推進機構（ＩＰＡ）のホームページ内にある「情報セキュリティ安心相談窓口」を参考に作業してください

事例

事例１ 事例２

トラブルを防ぐ３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３つの対処

トラブルを防ぐ３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３つの対処
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 ３月の幼児健診 日程と対象は下表のとおり。診査票などは
郵送します。

市保健所（神明町）

１歳６カ月児健診
受付時間：９時15分～10時15分

３/１㈬ 27年８月８日～８月19日生まれ
３/15㈬ 27年８月20日～９月１日生まれ
３/22㈬ 27年９月２日～９月12日生まれ

３歳児健診
受付時間：９時15分～10時15分

３/３㈮ 25年11月17日～11月26日生まれ
３/10㈮ 25年11月27日～12月８日生まれ
３/17㈮ 25年12月９日～12月17日生まれ

高松地区保健センター（上田字毛無森）
１歳６カ月児健診
受付時間：９時15分～10時15分 ３/８㈬ 27年８月９日～９月８日生まれ

３歳児健診
受付時間：９時15分～10時15分 ３/24㈮ 25年11月19日～12月24日生まれ

都南地区保健センター（津志田14）
１歳６カ月児健診
受付時間：９時15分～10時15分 ３/16㈭ 27年８月17日～９月16日生まれ

３歳児健診
受付時間：９時15分～10時15分 ３/９㈭ 25年11月１日～12月９日生まれ

玉山総合福祉センター（渋民字泉田）
１歳６カ月児健診
受付時間：９時～９時15分 ３/２㈭ 27年８月２日～９月１日生まれ

３歳児健診
受付時間：９時15分～９時半 ３/２㈭ 25年11月２日～12月１日生まれ

【問】健康推進課☎603-8304、玉山総合事務所健康福祉課☎683-3869

Health Guide

盛岡市保健所の

健康ガイド このページに関する問い合わせやご意見、ご感想は下記へどうぞ。
■市保健所企画総務課 〠020-0884神明町３-29、☎603-8301
　 電子メール kikakusoumu@city.morioka.iwate.jp

日曜、祝日の日中は休日救急当番医（11ページ参照）を受診してください

当番病院一覧
中央 県立中央病院
上田一丁目４-１ ☎653-1151
日赤 盛岡赤十字病院
三本柳６-１-１ ☎637-3111
医大 岩手医科大学附属病院
内丸19 -１ ☎651-5111
こども もりおかこども病院
上田字松屋敷11-14☎662-5656
川久保 川久保病院
津志田26-30-１ ☎635-1305

日中の診療時間に受診できる人は、日中の時間内に受診しましょう。また、時間外
の受診は小児救急入院受入当番病院に集中し、重症な子どもの治療に支障を来す恐れ
があります。まずは市夜間急患診療所を受診しましょう。

■症状が軽い場合（19時～23時）

　　

神明町３-29（市保健所２階）
☎654-1080、小児科・内科、年中無休

■症状が重い場合

症状が重く入院が必要と思われる子どもと、市夜間急患診療所や休日救急当番医が
診療していない時間帯の急病の子どもを受け入れます。
土曜は13時から17時まで、夜間は17時から翌朝９時までです。

診療時間外に子どもの具合が悪くなったら…

市夜間急患診療所へ

小児救急入院受入当番病院へ

中
津
川

東
北
電
力

市
役
所

旧盛岡バスセンター

県民会館

プラザおでって

東
北
電
力

市
役
所

旧盛岡バスセンター

県民会館
Ｎ

プラザおでって

市夜間急患診療所市夜間急患診療所
（市保健所２階）（市保健所２階）

　市医師会ホームページでは、子どもの症状からみた医療機関の受診の仕方や、盛岡
の子どもの救急についての情報を掲載しています。 盛岡市医師会

３月
日 月 火 水 木 金 土

１
中央

２
医大

３
中央

４
医大

５
中央

６
医大

７
川久保

８
中央

９
医大

10
中央

11
こども

12
日赤

13
医大

14
川久保

15
中央

16
医大

17
中央

18
医大

19
中央

20
医大

21
川久保

22
日赤

23
医大

24
中央

25
こども

26
中央

27
医大

28
中央

29
医大

30
中央

31
医大

8［広報もりおか 29.２.15］ ［広報もりおか 29.２.15］9
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医（11ページ参照）を受診してください

当番病院一覧
中央 県立中央病院
上田一丁目４-１ ☎653-1151
日赤 盛岡赤十字病院
三本柳６-１-１ ☎637-3111
医大 岩手医科大学附属病院
内丸19 -１ ☎651-5111
こども もりおかこども病院
上田字松屋敷11-14☎662-5656
川久保 川久保病院
津志田26-30-１ ☎635-1305

中の時間内に受診しましょう。また、時間外
中し、重症な子どもの治療に支障を来す恐れ
受診しましょう。

もと、市夜間急患診療所や休日救急当番医が
受け入れます。
時から翌朝９時までです。

もの具合が悪くなったら…
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症状からみた医療機関の受診の仕方や、盛岡
ています。 盛岡市医師会
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■すてきなキッチン栄養教室

　調味を控えて味力（みりょく）
をアップ！　血管をしなやかに保
ち、脳卒中を予防するコツを講話
と調理実習で学びます。
【対象】市に住民登録がある人
【日時】３月３日㈮10時～13時
【場所】上田公民館（上田四）
【定員】25人
【申し込み】２月20日㈪10時か
ら、健康推進課☎603-8305で先
着順に電話受け付け

■M
モ

OR
リ

Iガール＆ママの

　食育レッスン♪

　女子力アップのための食事の話
と郷土料理の調理実習を行います。
【対象】市に住民登録があり、お
おむね20～30代の女性※妊産婦除く
【日時】３月７日㈫10時～13時
【場所】市保健所（神明町）
【定員】20人
【申し込み】２月22日㈬９時か
ら、健康推進課☎603-8305で先
着順に電話受け付け。１歳以上の
託児可能（先着10人）。申込時
にお伝えください

■パパママ教室～日曜コース

　妊娠中の健康管理や赤ちゃんの
お風呂の入れ方などを学びます。
【対象】市に住民登録があり、７
月に出産予定の初妊婦と夫
【日時】３月12日㈰10時～15時
【場所】市保健所（神明町）
【定員】40組
【申し込み】２月17日㈮14時か
ら、健康推進課☎603-8303で先
着順に電話受け付け

■離乳食教室

　初めての離乳食への不安を解消
するため、講話と試食を行います。
【対象】市に住民登録があり、

28年11月生まれの第１子と母親
【日時】３月21日㈫10時～12時
【場所】市保健所（神明町）
【定員】30組
【申し込み】２月28日㈫14時か
ら、健康推進課☎603-8305で先
着順に電話受け付け。グループで
の申し込みはお控えください

■乳がん・子宮頸がん検診は

　３月17日まで　

　28年度の市の乳がん・子宮頸
けい

がん検診は３月17日㈮で終了し
ます。対象は、勤務先などで受診
機会のない人。希望する人は指定
医療機関へお問い合わせください。
昨年６月に送付した成人検診受診
券が必要です。詳しくは、健康推
進課☎603-8306へどうぞ。

▼乳がん検診（２年に１回の受診）
【内容】視触診、乳房Ｘ線検査
【対象】市に住民登録がある40
歳以上の女性
【費用】1700円※

▼子宮頸がん検診
【内容】子宮頸部の細胞診・内診
【対象】市に住民登録がある20
歳以上の女性
【費用】1600円※
※市民税非課税世帯や３月31日現在
　で70歳以上の人などは無料

■休日無料エイズ検査と

　ハートフルエイズデーイベント

　エイズは発症するまで自覚症状
がほとんどなく、感染に気付かな
いことが多い病気です。性行為や
血液による感染を予防し、感染が
心配な人は検査を受けましょう。
市保健所は、休日エイズ検査を匿

名、無料で実施します。予約不要
です。また、同日はエイズ予防活
動をする団体が活動発表や討論会
を行うイベントも開催します。
【日時】２月26日㈰、検査受け
付けは11時～14時、
イベントは13時～16時
【場所】アイーナ
　　　　（盛岡駅西通一）
【問】保健予防課☎603-8308

■こころの悩み電話相談

　心の悩みについて、精神科の看
護師が電話相談に応じます。
【日時】３月４日㈯10時～15時
【相談電話】日本精神科看護協会
県支部☎604-7006・604-7007

■その病気、その症状は
　アスベスト（石綿）が原因かも

　肺がんや中皮腫などを患ったり、
それが原因で亡くなった人が家族
にいませんか？　アスベスト（石
綿）による疾病と認定された場合、

本人や遺族が各種給付を受けるこ
とができます。心当たりのある人
は、盛岡労働基準監督署☎604-
2530か、岩手労働局労災補償課
☎604-3009へご相談ください。
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放課後児童クラブも利用者募集

■マタニティ教室
　日程変更のお知らせ

　母子健康手帳配布時にお知らせ
していた３月16日開催予定の「マ
タニティ教室～平日コース」の日
程が次のとおり変更になりました。
【対象】市に住民登録があり、参
加時におおむね妊娠５～８カ月の
初妊婦
【日時】２月23日㈭10時～13時半
【場所】市保健所（神明町）
【内容】妊娠中の栄養管理と、マ
マと赤ちゃんの歯の健康について、
講話や調理実習を通して学ぶ
【申し込み】健康推進課☎603-
8303にお問い合わせください

　児童センター・児童館は、主に小学生が放課後を過ごすための市の施設で、市内
に39館２分室設置されています。読書のほか、一輪車などさまざまな遊具で楽し
く遊べます。また、安全に遊べるよう児童厚生員が見守ります。利用には申し込み
が必要です。【問】子育てあんしん課☎613-8347

　共働きなどのため保護者が日中自宅にいない小学
生が、放課後を民家や専用の建物などで過ごす放課
後児童クラブ（学童保育クラブ）。市内に39のク
ラブが設置され、運営する保護者会などが利用者を
募集しています。開設時間や利用方法など詳しくは、
各クラブへお問い合わせください。
【受付時間】月～土曜、13時～18時

　利用時間などは次のとおりで利用は無料。
利用方法は各施設により異なります。詳しく
は、利用したい施設へお問い合わせください。

盛岡・都南地域
【利用時間】
①月～金曜と日曜・祝日は９時～
18時※日曜・祝日は保護者の付き添い
が必要

②土曜と夏休みなどの期間は８時～
18時
【休館日】年末年始

玉山地域
【利用時間】
①月～金曜は10時半～19時
②土曜は８時～18時
③夏休みなどの期間は８時～19時
※土曜は18時まで

【休館日】日曜・祝日・年末年始

施設の一覧は、
市公式ホーム
ページで

ご覧ください。
【広報ＩＤ】
1002515

施設の一覧は、市公式ホームペー
ジでご覧ください。
【広報ＩＤ】1002516
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※巻堀児童館と生出児童館は、就学前の
子どもの預かりを有料で実施。詳しく
は、各児童館へどうぞ

利用時間や休館日など

　利用説明会を次のとおり開催します。利用したい
施設に、利用する児童と一緒にお越しください。利
用申し込みも各会場で受け付けます。
【説明会日時】３月４日㈯14時～
※説明会に出席できない場合、申し込みの方法や期
限などについては各施設へお問い合わせください

盛岡・都南地域の利用説明会と申し込み

　利用したい施設に申請してください。
申請書は各児童館に備え付けます。
【受け付け】２月15日㈬～３月15日㈬
（日曜・祝日を除く）、10時半～18時

玉山地域の利用申し込み
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楽しく一緒に学びましょう

健康のために受けましょう

その他のお知らせ
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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）17（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

月日 区分 名称 所在地 電話番号

２/19
㈰

内 むらまつクリニック 東仙北一丁目３-７ 635-5110
久保田医院 大館町26-３ 646-9090

外 さかもと整形外科 天神町11-３ 623-8555
成島整形外科医院 好摩字上山14-66 682-0001

小 寺井小児科医院 山王町１-９ 623-8249
歯 ささき歯科医院 三本柳３-12-７ 637-8211

薬

エメラルド薬局仙北店 東仙北一丁目３-48 656-5331
さんぺい薬局 大館町26-２ 641-0335
ヨシダ調剤薬局 天神町11-４ 625-8148
好摩薬局 好摩字夏間木102-14 669-3330

２/26
㈰

内 あべ神経内科クリニック 肴町６-６ 606-3711
くどう医院 前九年三丁目16-15 647-3251

外 菊池整形外科・形成外科クリニック 清水町５-22 606-5100
小 川久保病院 津志田26-30-１ 635-1305
歯 さとう歯科医院 黒石野一丁目10-３ 661-8241

薬

さかな町薬局 肴町４-30 651-8311
前九年薬局 前九年三丁目 16-10 648-8101
清水町調剤薬局 清水町５-18 654-7253
オーロラ薬局 南仙北三丁目２-30 635-1233

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。

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

か

禽
きん

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

●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

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

■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】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

●出前無料労働相談会
【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）

●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

ゆう

一
いち

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

●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

【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
【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

●地域福祉推進フォーラム
【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☎626-
7509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

●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

とみ

夫
お

アナウンサ
ーと畑中美

み

耶
や

子
こ

館長が、東日本大震災
の鎮魂のために書かれた平

ひら

谷
や

美
よし

樹
き

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

●市の各委員を募集
　市は次のとおり各委員を募集します。
応募用紙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でもダウンロ
ードできます。
■工業振興推進会議委員
　市工業振興ビジョンに基づく取り組
み内容や工業振興の推進について意見
を述べる。【募集人員】２人【任期】委
嘱の日から平成31年３月31日まで【応
募資格】次の全てに該当する人①１月１
日現在で市内に１年以上住んでいる②
平成９年１月１日以前生まれ③平日の日
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
工業振興に関心がある【応募方法】応
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
は持参。３月10日㈮消印有効。持参は
同日17時45分まで【問】同課☎626-
7538【広報ＩＤ】1011724
■農業委員
　農地転用・権利移動などの審議や、
農地利用の最適化のための施策に対し
意見を提出。【募集人員】19人【任期】
７月20日㈭から３年間【応募資格】農
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
㈬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
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
■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、
認定農業者などへ、農地利用の集積・
集約化、耕作放棄地の発生防止や解消、
農業の新たな担い手参入を支援。【募
集人員】26人【任期】７月20日㈭から
３年間【応募資格】農地の利用の最適
化に熱意と識見を有する人【応募方法】
応募用紙に必要事項を記入し、３月１日
㈬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

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。
ファクスや市公式ホームページでも受け
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
■史跡盛岡城跡植栽管理基本計画案
　史跡盛岡城跡整備基本計画のうち、
植栽に関する具体的な管理・整備方針
案について。【送付先・問】〠020-8532
（住所不要）市役所公園みどり課☎
639-9057、ファクス637-1919
■旧盛岡競馬場跡地利用計画見直し案
　旧盛岡競馬場（上田）の利用方針を
示した計画の見直し案について。【送付
先・問】〠020-8530（住所不要）市役
所企画調整課☎613-8394、ファクス
622-6211

●もりおか老人大学特別講座
　運営業務委託の公募説明会
　市は60歳以上を対象に開催するもり
おか老人大学で、特別講座（全５回）
の運営団体を２月28日㈫まで募集して
います。募集に当たり、説明会を開催し
ます。【日時】２月20日㈪14時～15時
半【場所】市役所別館502会議室【問】
長寿社会課☎603-8003【広報ＩＤ】
1006421

●差し押さえ物件の公売
　市が差し押さえた不動産や動産を
Y
ヤ フ ー

ahoo！官公庁オークションで公売しま
す。【申込期間】２月27日㈪23時まで【公
売方法・期間】▶入札：３月６日㈪13時～
14日㈫13時▶せり売り：３月６日㈪～８日
㈬23時【問】納税課☎613-8466

●選挙人名簿の縦覧
【日時】３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】３月２日に
新たに登録される人（平成11年３月２日
以前に生まれ、平成28年12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

●作品を展示しませんか
　市立病院は、患者さんにとって心地よ

相　談

　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。

【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

【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

【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

いわてキラリ企業
　　　合同就職説明会

いわてで働こう！
　合同企業説明会

もりおか就職ガイダンス

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！

盛岡で働く魅力がいっぱいの
　　　　　　　　プロジェクトサイト

あわせてチェック！

http://go-morioka.com

【問】ジョブカフェいわて☎621-1171

図　書

お知らせ

催　し



　市は、盛岡ブランドの推進に寄与し、その功績が顕著で
ある人や団体を「もりおか暮らし物語賞」として表彰して
います。本年度は、４団体と１個人を決定しました。
【問】都市戦略室☎613-8370
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これまでの受賞者など
は市公式ホームページ
に掲載しています。
【広報ＩＤ】1009730

12［広報もりおか 29.２.15］

地球環境に配慮し、
ベジタブルインキを
使用しています。

もっと知りたい！盛岡

発行：盛岡市
〠020-8530盛岡市内丸12-２

☎019-651-4111
ファクス：019-622-6211
info@city.morioka.iwate.jp
編集：市長公室広聴広報課
☎019-613-8369

発行部数：14万2460部
１部当たり約13円で制作し、
市内全世帯へ配布しています。
経費の一部は広告料
で賄っています。記
事の無断転載を禁じ
ます。Ⓒ盛岡市2017

広告に関する問い合わせ
ナチュラルコム㈱

☎019-652-9190へどうぞ

市政ラジオ番組
「もりおか暮らし物語」
ラヂオもりおか（FM76.9MHz）
で毎月第２・４金曜の７時40分
～７時50分、放送中。

毎回異なったテーマ・出演
者で、旬な話題をお届け♪

編集後記
もりおか暮らし物語賞の受賞者
はまさに「盛岡らしさ」を彩っ
てきた皆さん。活動し続ける志、
そして伝統に新しい感性を取り
入れる柔軟さと心意気を私も見
習わねばと思います（髙）

ています。

7

毎

市公式ツイッター
https://twitter.com/moriokashi

市公式フェイスブック
https://www.facebook.com/
　　　　　　　　　　moriokashi

市公式ホームページのトップペ
ージにある検索窓に、紙面に
掲載された広報ID（７桁の数
字）を入力すると、記事の詳細
を見ることができます。

広報もりおかに掲載した記
事の詳しい内容のほか、さ
まざまな市政情報を掲載！

広

市公式ホームページ
http://www.city.morioka.iwate.jp/

▼

パソコンやスマホからどうぞ

市公式ホームページのトップペ
ージにある検索窓に、紙面に
掲載された広報ID（７桁の数
字）を入力すると、記事の詳細
を見ることができます。

もりけんに挑戦
（11ページに掲載）の答え

②夕顔瀬橋

広　告

芸術文化の創造と発信により地
域文化の形成やコミュニティ

ーの活性化に寄与するため、平成17
年に発足。盛岡出身やゆかりのある
人の作品について公演を行うほか、
朗読劇や地域の子どもたちが芸術に
触れる機会の提供などさまざまな芸
術文化活動を行っています。
　近年は、もりおか町家物語館の指
定管理者として、芸術文化を通じた
豊かな地域と人づくりを進め、演劇
のまちの発展に貢献しています。

約 400年にわたり育まれてきた
南部鉄器の伝統を将来につな

げるため、その技術習得に日々研さ
んを積むとともに、24年度から「南
部鉄器青年展」を毎年開催するなど、
南部鉄器への理解を深める活動を行
っています。
　伝統技術に独自の感性を加えたも
のづくりを通じて、若手職人の技
術・意識の向上と南部鉄器の魅力発
信に努めるなど、伝統工芸品の振興
に貢献しています。

国際啄木学会
盛岡支部（小林芳

よし

弘
ひ ろ

支部長）

いわてアートサポート
センター （坂田裕

ゆう

一
い ち

理事長）

南部鉄器協同組合
青年部

中津川で例年３月に開催する「さ
けの赤ちゃん放流会」は、平成

28年で22回目を数え、サケがさかの
ぼる川として知られる中津川の地域
行事として定着しています。
　昨年は新たに散策マップ付きのフ
リーペーパー「城下盛岡ほんちょう
栞
しおり

ものがたり」を発行するなど、観
光客や修学旅行生を温かくもてなす
活動にも取り組んでおり、観光振興
と自然豊かなまちづくりに貢献して
います。

日活盛岡劇場に昭和29年に入社
して以来、手書きの映画看板

を60年以上にわたり制作。味のあ
るタッチと色使いで生み出す看板は、
映画館通りの象徴となっています。
　多くの映画館が軒を連ね、国際ミ
ステリー映画祭の開催など独自の発
展を遂げてきた盛岡の映画文化を、
絵の具と筆で支えてきた功績が認め
られ、本年度の文化庁長官表彰に選
ばれるなど、映画のまちの推進に貢
献しています。

本町振興会 小笠原　正
し ょ う

治
じ

 さん
（鈴木成

しげ

朗
お

部長） （松本静
せい

毅
き

会長）

特定非営利活動法人
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石川啄木の研究を進めるため、
平成元年に発足。平成８年か

らは、ほぼ毎月、研究会を開催して
います。
　また、啄木忌前夜祭の運営や世
界・国内各地でセミナーを行うなど
幅広く活動。昨年は同学会盛岡大会
を開催し、学生短歌大会や啄木のゆ
かりの地を巡る文学散歩などを行い、
市民が啄木に親しむ機会を提供する
など、郷土の先人の功績を広く知ら
しめることに貢献しています。


