もりけんに挑戦（27年度３級問題）（正解は10ページに掲載）
盛岡城の鬼門鎮護のために建立され、南部家の祈願寺として篤く信仰された寺院は
どこですか。
①永福寺 ②東禅寺 ③教浄寺 ④報恩寺

情報インデックス

●夜間納付相談

【日時】３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

【日時】３月４日㈯～12日㈰、９時～18
時※土・日曜は17時まで【場所】都南図
書館（永井24）
【内容】震災関連図書や
復興状況の写真展示など【費用】無料
【問】同館☎637-3636

●成年後見相談

●「本宮村/原敬/近代南部家」展

【日時】３月９日㈭・23日㈭、13時半～
16時【場所】成年後見センターもりお
か（菜園一）
【申し込み】同センター☎
626-6112で電話受け付け

原敬と本宮村・近代南部家との関係
を紹介します。
【日時】３月４日㈯～５月
７日㈰、９時～17時【場所】原敬記念館
（本宮四）
【費用】入館料が必要【問】
同館☎636-1192【広報ＩＤ】1018541

●補聴器相談会
【日時・場所】３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
福祉センター（若園町）
【問】地域福祉
センター☎696-5640

●若者のための就職相談会
【日時】３月2 5日㈯10 時～16時【場
所】もりおか若者サポートステーション
（盛岡駅前通）
【対象】15～39歳【定
員】５人【申し込み】３月６日㈪９時か
ら、ＮＰＯ法人もりおかユースポート☎
625-8460で先着順に電話受け付け

催

し

●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
センター☎651-8580 にこにこルーム
【期日・場所】３月３日㈮は高松地区保
健センター（上田字毛無森）、10日㈮は
都南公民館（永井24）、17日㈮はタカ
ヤアリーナ（本宮五）
【対象】０～３歳の
子と保護者 ぴよぴよルーム【期日・場
所】３月14日㈫は高松地区保健センター、
24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
■ウッドトイ遊びの広場
【日時】３月７日㈫10時～11時半【場
所】高松地区保健センター（上田字毛
▲

広

告
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●講演会「いわての古代史を語る
志波城・胆沢城・徳丹城」
日本遺産認定を目指す県内の古代城
柵、志波城・胆沢城・徳丹城の共通点や
歴史などについて、各城柵の担当者が
説明します。
【日時】３月４日㈯13時～16
時【場所】遺跡の学び館（本宮字荒屋）
【定員】先着100人【費用】無料【問】
志波城古代公園案内所☎658-1710

●身体障がい者ボウリング教室
障がいのある人もない人も、体力維
持や仲間づくりのため参加しませんか。
【日時】３月11日㈯９時～10時半【場
所】盛岡スターレーン（中野一）
【費用】
無料。貸靴代実費【申し込み】３月５日
㈰17時まで、市身体障害者スポーツ推
進協議会の小野さん☎622-6507（ファ
クス兼用）で電話かファクスで受け付け

●子ども科学館で遊ぼう
子ども科学館（本宮字蛇屋敷）で表
表

子ども科学館の各種イベント
イベント名・内容

▲

●リハビリ相談会

●３.11東日本大震災資料展
陸前高田 復興への軌跡

のとおりイベントを開催します。
【問】同
館☎634-1171【広報ＩＤ】1007662
■少年少女発明クラブ会員を募集
工作の基礎技術習得や発明くふう展
の作品作りなどをする同クラブの会員
を募集します。
【活動期間】４月～来年
２月の各月３回程度、主に日曜【時間・
対象】 初級コース：13時半～15時半、
市内の小 学新４・５年生で初めての人
推奨 応用コース：10時～12時、市内
の小学新５年～中学新２年生で経験者
推奨【定員】各15人【費用】各5000円
【応募期限】３月14日㈫消印有効。応
募方法など詳しくは、同館へお問い合
わせください【広報ＩＤ】1018741
▲

【日時】３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

無森）
【対象】０～２歳と保護者
■マタニティサロン（初妊婦対象）
【日時】３月15日㈬10時～11時半【場
所】とりょう保育園（肴町）
【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】３月７日㈫ 9 時 半～11時【対
象】０歳～就学前の子と保護者や妊婦

●アクアビクス体験会
【日時】３月11日㈯19時～20時【場所】
市立総合プール（本宮五）
【内容】水中
ウオーキングや有酸素運動などを体験
【対象】中学生以上【費用】入場料が
必要※初参加は無料。当日、会場へど
うぞ【問】同プール☎634-0450

●月釜茶会
【日時】
３月12日㈰９時半～15時【場所】
中央公民館（愛宕町）
【内容】表千家同
門会と武者小路千家官休会による茶会
【費用】900円【問】同館☎654-5366
おもて せ ん け ど う

もんかい

む し ゃ こ う じ せ ん け か ん きゅう か い

●陸上自衛隊音楽隊定期演奏会
【日時】３月12日㈰15時～17時【場所】
市民文化ホール（盛岡駅西通二）
【費
用】無料。当日会場へどうぞ【問】陸上
自衛隊岩手駐屯地☎688-4311

●もりげきライヴ
【日時】
３月15日㈬19時～21時【場所】盛
岡劇場（松尾町）
【出演】高橋政 彦【費
用】前売り1000円、当日1200円※小学
生以下無料【問】同劇場☎622-2258
まさ ひこ

●出張！就活教室 in 東京
盛岡の企業が、学生に就職活動の助
言や自社のＰＲをする交流会を開催し
ます。
【日時】３月17日㈮14時半～17時

日時
定員（費用）
３/18～26の土・日曜 各160人（４歳～中学生200
星と音楽のプラネタリウム ※１
と20㈪、16時半～17時 円、高校生以上500円）
ナイトミュージアム
４/１㈯
①160人（無料）
①今夜の星空みどころ案内
①18時～18時半
②なし（無料）
②星を見る会
②18時半～20時
③160人（４歳～中学生200
③星音 ※２
③19時～19時半
円、高校生以上500円）
サイエンスショー
毎週日曜・祝日
なし
３月「ぐるぐるパワー」
13時～13時20分
（展示室入場料別途）
４月「くうき砲」
ワークショップ
毎週日曜・祝日
各30人
３月「エアーロケット」
10時半～12時と14時～ （各100円。展示室入場料
４月「スーパーボールロケット」 15時半
別途）
※１は各日９時から、※２は当日17時半から、受付でチケットを販売

半【場所】秋葉原ＵＤＸ（東京都）
【対
象】県内での就 職に関 心 のある学 生
【費用】無料【申し込み】ジョブカフェ
いわて☎621-1171で電話受け付け【広
報ＩＤ】1018567

●講演「学習を支えるメタ認知」
【日時】３月17日㈮18時半～20時【場
所】市立図書館（高松一）
【講師】岩手
大の久坂哲也准教授【費用】無料。当日
会場へどうぞ【問】同館☎661-4343
ひささかてつ や

●盛岡弁で語る昔話
【日時】３月18日㈯14時～15時【場所】
もりおか歴史文化館（内丸）
【内容】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

●紙芝居「猿と人」
り ん ちゅう

たん

石川啄木の「林 中 の譚 」を基に描か
れた、人間に警鐘を鳴らす猿の物語を
紹介します。
【日時】３月26日㈰14時～
14時半【場所】石川啄木記念館（渋民
字渋民）
【費用】無料。当日会場へどう
ぞ【問】同館☎683-2315

●動物公園に行こう
新庄字下八木田の動物公園は、冬期
間の休園を終え３月15日㈬に開園します。
【開園期間】11月30日㈭まで、９時半～
16時半（毎週水曜休園。水曜が祝日の
場合は翌日）
【入園料】１回500円、年
間パスポート1000円※中学生以下と65
歳以上は無料【問】同園☎654-8266
■昆虫採集クラブ会員募集
【内 容】年10 回の昆 虫 採 集など【対
象】小・中学生と保護者【定 員】数 人
【費用】初回のみ材料費1625円。各回
ごとに入園料が必要【申し込み】往復は
がきに住所と名前、年齢、学校名・学年、
電話番号、
「昆虫採集クラブ希望」と記
入し、〠020-0803新庄字下八木田6018、動物公園へ。３月14日㈫必着。応
募多数の場合は抽選
■友の会会員募集
【内容】年10回のイベント活動やボラ
ンティアなど【対象】小学生以上※小学
生は保護者同伴【定員】数人【申し込
み】３月15日㈬17時まで、同園で電話
受け付け。応募多数の場合は抽選

お知らせ
●委員を募集します
市は、よりよい交通の在り方などにつ
いて意見を聞くため、総合交通施策懇

話会委員を３人募集します。
【任期】４
月から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４月１日以前生まれ③市の
他の審議会などの委員を務めていない
④平日の日中に開く年２回程度の会議
に出席できる【申込期限】３月24日㈮。
申し込み方法など詳しくは、交通政策
課☎613-8538へ問い合わせるか、市
公式ホームページをご覧ください【広報
ＩＤ】1018524

を開館し、21日㈫は休館します。
【問】
同館☎652-8855

育士・保育所支援センター☎637-4544
へどうぞ。

●市斎場やすらぎの丘慰霊式

図

市斎場やすらぎの丘（三ツ割字寺山）
で火葬された人の慰霊式典。参列を希
望する人は当日、供養塔前へお越しく
ださい。【日時】３月23日㈭15時半～
【問】市民登録課☎626-7501

書

■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎えほんのへや
【日時】３月16日㈭15時半～16時
【対象】幼児～小学生
●固定資産税の縦覧・閲覧
◎かみしばいのへや
【日時】３月９日㈭15時半～16時
市は、固定資産税の縦覧と閲覧を行
●計画案への意見を募集
【対象】幼児～小学２年生
います。納税通知書か本人確認書類を
◎おはなしころころ
ご持参ください。
【対象】市内に土地や
市は、食品衛生上の健康被害を防ぐ
【日時・対象】３月10日㈮、10時20分
家屋を所有し、固定資産税が課税され
ため作成した食品衛生 監 視 指導計画
～11時は１歳３カ月以上の幼児、11時
案への意見を３月３日㈮から募集します。 ている人【場所】市役所別館６階の資産
10分～11時半は１歳２カ月以下の乳児
税課 縦覧【日時】４月３日㈪～５月１日
【計画案】市保健所と市役所本館各１
◎おはなしのじかん
階の窓口案内所や、各支所などに備え
㈪（土・日曜、祝日を除く）、９時～17時
【日時・対象】３月11日㈯、11時～11時
付けるほか、市公式ホームページにも掲
【費用】無料 閲覧【日時】29年度分は
20分は４歳～小学１年生、11時半～12
載【提出期限】３月22日㈬。提出方法
４月３日から随時【費用】
１件300円※縦
時は小学２年生以上
など詳しくは、生活衛生課☎603-8311
覧期間中は無料【問】同課☎626-7530
■都南図書館（永井24☎637-3636）
へ問い合わせるか、市公式ホームページ
●家屋新築や取り壊しは連絡を
◎おはなしのじかん
をご覧ください【広報ＩＤ】1012322
【日時】３月８日㈬11時～11時半
市は、固定資産を評価するため、現地
●ボランティアを募集
【対象】幼児
調査を行っています。住宅や事務所など
◎おとぎのへや
のほか、車庫や物置など小規模な建物も
■ふれあい花壇ボランティア
【日時】毎週土曜、14時半～15時
固定資産税の課税対象です。家屋の新
【活動日時】４月～11月の毎週月・水・
【対象】幼児・小学生
築や増築、取り壊しをしたときはご連絡
金曜、９時半～11時半【内容】もりおか
■渋民図書館（渋民字鶴塚☎683-2167）
ください。
【問】資産税課☎613-8403
歴史文化館（内丸）前の花壇作り【問】
ＮＰＯ法人緑の相談室☎681-0722
※３月７日㈫～12日㈰は、図書点検の
●家畜所有者は定期報告を
■十和田八幡平国立公園パークボランティア
ため休館します
◎えほんのへや
【内容】同国立公園岩手山地区の保護
家畜の所有者には、飼養状況を毎年
管理や美化清掃など【申込期限】3月13
報告することが義務付けられています。 【日時】３月15日㈬15時半～16時
日㈪。申込方法など詳しくは、盛岡自然
平成29年分の報告期限は、牛や豚、馬、 【対象】小学１～３年生
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
保護官事務所☎621-2501へ問い合わ
ヤギなどが４月15日㈯。鶏やアヒル、ウ
◎わくわくおはなし会
せるか、環境省東北地方環境事務所ホ
ズラなどが６月15日㈭です。
【問】農政
【日時】３月11日㈯11時～11時半
ームページをご覧ください
課☎613-8457か県中央家畜保健衛生
所☎688-4111【広報ＩＤ】1018687
▼

談

▼

相

●市立総合プールの利用制限

市立総合プール（本宮五）は、大会の
ため、３月12日㈰は終日、利用できませ
ん。
【問】同プール☎634-0450

●盛岡体育館の休館日の変更
盛岡体育館（上田三）は、３月20日㈪

●保育士資格がある人へ
現場があなたを待っています
厚生労働省は、待機児童解消のため、
保育士を必要としています。子どもたち
の未来のために、保育士の資格を生かし
て活躍しませんか。登録や相談は、県保

地域おこし協力隊員を募集！

応募期限
３月16日㈭

外にいたからこそ、できることがある
市は、盛岡の地域資源を生かし、地
域課題の解決に取り組む「地域おこし
協力隊員」を募集します。首都圏在住
の知り合いなどへお知らせください。
【活動テーマ】①「農」を軸とした大ケ
生ライフのモデル構築②ユートランド
広

姫神を軸とした玉山エリアの活性化③
盛岡が持つ魅力のＰＲ【募集人数】テ
ーマごとに２人程度【応募資格】三大
都市圏をはじめとする都市部に住んで
いる人。詳しくは、企画調整課☎6267534へどうぞ【広報ＩＤ】1018517

【対象】４歳～小学生
◎おひざにだっこの会
【日時】３月17日㈮10時半～11時
【対象】０歳～４歳
■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
【日時】３月８日㈬10時半～11時
【対象】幼児
◎春休み子ども映画会
【日時】３月18日㈯10時～11時20分
【内容】
「三匹の子ぶた」など４本
【対象】幼児・小学生
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
◎ちびっこ広場映画会
【日時】３月４日㈯10時半～11時40分
【内容】
「ドナルドダック～ドナルドのパ
イロット」
「がんばれスイミー」など３本
【対象】幼児・小学生
◎おはなしのひろば
【日時】３月11日㈯10時半～11時10分
【対象】幼児・小学生
■都南公民館（永井24☎637-6611）
◎子どもシネマランド
【日時】３月11日㈯10時半～11時半
【内容】
「からすのパンやさん」など３本
【対象】幼児・小学生と保護者

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
電話番号
３/５ 村上整骨院（青山一）
645-2313
３/12 ひかり整骨院中ノ橋（中ノ橋通一）651-0480
３/19 みかわ接骨院
（西仙北一） 681-2577
３/26 接骨院りゅう（本宮一） 636-0066

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
小
３/５
歯
㈰
薬

内
外
３/12 小
㈰
歯
薬

名称
ゆい内科呼吸器科クリニック
ちばクリニック
緑が丘整形外科
中村こどもクリニック
しげのぶ歯科医院
むかいなかの調剤薬局
たんぽぽ薬局桜城店
エメラルド薬局緑が丘店
ミルキー薬局
やまだ胃腸内科クリニック
大屋内科胃腸科クリニック
秋浜内科クリニック
たぐち脳神経外科クリニック
杜のこどもクリニック
佐藤たもつ歯科医院
津志田薬局
たくぼく薬局
下小路薬局
リーフ薬局

所在地
向中野二丁目54-18
中央通三丁目１-10
緑が丘三丁目２-45
上厨川字杉原50-47
中野一丁目29-４
向中野二丁目54-12
中央通三丁目14-４-101
緑が丘三丁目２-35
上厨川字杉原50-48
津志田中央二丁目18-31
西青山一丁目16-43
渋民字駅103
本町通一丁目４-19
向中野三丁目10-６
本宮一丁目24-３
津志田中央二丁目18-23
渋民字駅104
本町通一丁目６-31
向中野三丁目10-10

電話番号
631-1159
605-8300
664-1555
648-7711
653-8341
631-3100
626-1121
665-3360
646-0369
614-0180
647-3255
683-2333
621-1234
631-1160
636-0418
614-9986
669-5800
604-9101
656-5877

告
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