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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）�（正解は12ページに掲載）
盛岡市の木は何ですか。
①カツラ　②キリ　③ナンブアカマツ　④トチノキ

［広報もりおか 29.３.15］1110［広報もりおか 29.３.15］

月日 区分 名称 所在地 電話番号

３/19
㈰

内 本宮Ｃクリニック 向中野三丁目10-３ 631-2381
松園中央クリニック 松園二丁目37-10 664-0666

外 しんたろうクリニック 本宮一丁目９-１ 631-3110
小 前多小児科クリニック 盛岡駅前通９-10丸善ビル５階 601-7478
歯 あおば歯科小児歯科クリニック 前九年三丁目19-46 648-0222

薬

リーフ薬局 向中野三丁目10-10 656-5877
マリーン薬局 松園二丁目37-８ 664-0566
さくらの調剤薬局 本宮一丁目８-４ 681-0411
こまち薬局 盛岡駅前通９-10 652-7581

３/20
㈪

内 ちだ内科・外科クリニック 東安庭一丁目23-60 604-3755
緑ヶ丘消化器内科医院 緑が丘三丁目２-34 662-7177

外 吉田整形外科・リウマチ科クリニック 本町通一丁目９-28 604-3820
小 さいとう小児科クリニック 月が丘二丁目２-60 643-7171
歯 三島歯科医院 津志田中央三丁目６-１ 637-6565

薬

アロハ調剤薬局 東安庭一丁目23-63 656-1611
エメラルド薬局緑が丘店 緑が丘三丁目２-35 665-3360
本町薬局 本町通一丁目９-28 652-8200
よつば薬局 月が丘二丁目２-59 643-2888

３/26
㈰

内
あべ菜園内科クリニック 菜園二丁目５-29 623-7000
澤田内科医院 上田一丁目６-11 654-1007
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201

外 ブレスト齊藤外科クリニック 本宮六丁目17-６ 631-3770
小 菅野小児科医院 山岸二丁目11-36 622-4448
歯 佐藤博歯科医院 上田一丁目７-11 621-7011

薬

公園通薬局 菜園二丁目５-29菜園志和ビル１階 626-5656
上田薬局 上田一丁目６-９ 625-5612
とけい台薬局 本宮六丁目２-26 631-3115
アップル薬局山岸 山岸二丁目９-24 623-6633
工藤薬局 山岸二丁目12-15 623-4790

４/２
㈰

内 たけ循環器内科クリニック 北飯岡一丁目２-70 656-5855
おおひら内科・循環器科クリニック 梨木町２-２ 606-3765

外 もりた整形外科 山岸一丁目３-８ 652-5858
小 小林小児科クリニック 三本柳11-12-４ 638-0404
歯 鈴木歯科診療室 前九年二丁目10-39 646-7733

薬

本宮センター薬局 北飯岡一丁目２-71 656-5867
ぺんぎん薬局 梨木町２-14 652-3345
かるがも薬局山岸店 山岸一丁目３-11 623-9696
ワカバ薬局都南店 三本柳11-12-１ 637-6011

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。

●児童生徒の就学援助
　市は、経済的な理由で子どもの就学が
困難な家庭へ、小・中学校の給食費や学
用品などの一部を援助しています。希望す
る人は、通学している学校にご相談くださ
い。【問】学務教職員課☎639-9044

●道路損傷などの情報提供を
　市道の穴ぼこや側溝ふたの破損など
は、安全な交通の妨げになります。その
ような状態を見つけたときは、お知ら
せください。【問】道路管理課☎613-
8543【広報ＩＤ】1001770

●大規模建築物の
　耐震診断結果を公表
　市は、昭和56年５月以前に建築され
た建築物のうち、不特定多数の人が利
用する建築物に関する耐震診断の結果
を「建築物の耐震改修の促進に関する
法律」に基づき、公表します。【日時】３
月15日㈬から（土・日曜、祝日を除く）、
９時～17時【場所】建築指導課（都南
分庁舎２階）【問】同課☎639-9054
【広報ＩＤ】1018882

●水質検査計画を作成しました
上下水道局は、29年度の水質検査計

画を作成しました。これは、皆さんが安
心して水道水を使えるよう、表のとおり
水質検査の内容を定めたものです。計
画書は、上下水道局お客さまセンター
（愛宕町）や水質管理センター（加賀野
字桜山）に備え付けるほか、上下水道局
のホームページにも掲載します。【問】浄
水課水質管理センター☎623-1411

●市の推計人口（２月１日現在）
【人口】29万6273人（男＝14万488人、
女＝15万5785人）【対前月比】62人減
【世帯数】13万657世帯【問】企画調
整課☎613-8397

■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎児童文学を読む会
【日時】３月22日㈬10時～12時
【内容】「きみの町で」（重松清

きよし

作・朝
日出版社）
◎かみしばいのへや
【日時】３月23日㈭15時半～16時
【対象】幼児～小学生
◎おはなしのじかん
【日時・対象】３月25日㈯、11時～11
時20分は４歳～小学１年生、11時半～
12時は小学２年生以上
◎えほんのへや
【日時】３月30日㈭15時半～16時
【対象】幼児～小学生
■都南図書館（永井24☎637-3636）
◎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】４月１日㈯11時～11時半
【対象】幼児
■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
【日時】３月23日㈭10時半～11時
【対象】幼児

●無料の法律相談
　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】４月分は10日㈪・24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、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、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

●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】３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

●鎌田コレクション
　～旧暦ひなまつり展～
【日時】３月18日㈯～４月16日㈰、９時
～16時【場所】都南歴史民俗資料館（湯
沢１）【内容】鎌田隆

たかし

さん所蔵のひな人
形などの展示【費用】無料【問】同館☎
638-7228【広報ＩＤ】1018732

●動物公園へ行こう
　動物公園（新庄字下八木田）で次のイ
ベントを開催。いずれも入園料が必要で
す。【問】同園☎654-8266

▲

ライオン
に肉をあげよう【日時】３月20日㈪・26
日㈰、11時～12時【定員】各日親子15組
【費用】無料【申し込み】各日10時50
分からライオン舎前で受け付け。定員
を超えた場合は抽選

▲

野生動物追跡隊
【日時】３月25日㈯・26日㈰、13時半～
14時【内容】園内に潜む野生動物たち
の足跡や食べ残しを探す【定員】各30人
【費用】無料【申し込み】各日13時20
分から子供動物園で先着順に受け付け

●岩手県Ｕ・Ｉターンフェア
【日時】３月20日㈪11時～16時【場所】秋
葉原UDX Ｇ

ギ ャ ラ リ ー

ＡＬＬＥＲＹ（東京都）【内
容】岩手県内に勤務先があり、正社員を
募集する企業との面談と就職相談【対
象】県内へのU・Iターン就職を希望する

人や平成30年３月卒業予定の学生など
【費用】無料。当日、会場へどうぞ【問】
ふるさといわて定住財団☎653-8976

●てがみ館ギャラリートーク
　企画展「続・なつかしの盛岡」につい
て解説します。【日時】３月23日㈭は学芸
員が、５月27日㈯は館長が解説。いずれ
も14時～15時【場所】盛岡てがみ館（中
ノ橋通一）【費用】入館料が必要【問】同
館☎604-3302【広報ＩＤ】1018777

●家庭教育支援事業
　おはなし☆らんど
【日時】３月27日㈪10時～12時【場
所】松園地区公民館（東松園二）【内
容】子ども向けのフルートやピアノ演
奏、手作りおもちゃ遊びなど【対象】０
歳～未就学児と保護者【費用】無料。当
日、会場へどうぞ【問】同館☎661-8111
【広報ＩＤ】1007718

●山火事に注意しましょう！
　「火の用心森から聞こえるありがと
う」を標語に、５月31日㈬まで山火事防
止運動月間を実施しています。春は空気
が乾燥し、風が強い日が多いため、山火
事が起こりやすい季節。たばこの投げ捨
てをやめ、野焼きに十分注意し、山火事
を起こさないようにしましょう。【問】林
政課☎626-7541【広報ＩＤ】1008263

●緑の募金へ協力を
　３月20日㈪から５月31日㈬まで、森
を守り育てることを目的とした緑の募金
を行います。期間中は大通りや肴町、イ
オンモール盛岡などで募金活動を実施。
ぜひご協力ください。昨年度の募金総
額は626万9960円で、環境緑化事業や
緑化イベント支援などに活用しました。■

記念イベント
【日時】３月20日㈪12時半～【場所】
川徳（菜園一）、盛岡南ショッピング
センターサンサ（津志田西二）【内容】
先着100人に花の苗か種をプレゼント
【問】林政課☎626-7541【広報ＩＤ】
1008281

●ＪＲ山田線の社会実験が終了
　市とＪＲ東日本盛岡支社が連携し取
り組んでいるＪＲ山田線社会実験を３月
31日に終了します。これに伴い、「盛岡
～上米内間」平日の夕・夜の時間帯に増
発されていた列車は取り止めとなります。
【問】交通政策課☎626-7519【広報Ｉ
Ｄ】1001836

●「ママスクエア」スタッフを
　募集します
　市が開設する子育て応援プラザ（大
通一）内に、キッズスペースを備えたオ
フィス「ママスクエア」が開設されるこ
とに伴い、そこで勤務するスタッフの説
明会と採用面接を開催します。【日時】
３月29日㈬または30日㈭。時間は申し
込み時にお伝えします【場所】県公会堂
（内丸）【対象】未就学の子どもがいて、
電話オペレーターやデスクワークなど
を希望する人【申し込み】㈱ネクストキ
ャビネットイワテ☎681-8733で電話受
け付け【広報ＩＤ】1018863

●見前南地区公民館の内覧会
　４月１日に開館する見前南地区公民
館（西見前13）を自由に見学できます。
【日時】３月26日㈰10時～14時の間、
随時【対象】施設の利用を検討している
人など【費用】無料。当日、会場へどう
ぞ【問】生涯学習課☎639-9046

●寄せ植えコンテスト作品募集
　４月21日㈮から23日㈰まで盛岡城跡
公園（内丸）で開催する「第46回もりお
か環境緑花まつり」の寄せ植えコンテス
トの作品を募集します。応募方法など
詳しくは、市公式ホームページをご覧に
なるか公園みどり課☎639-9057へお
問い合わせください。４月７日㈮17時必
着です。【応募条件】①作品のサイズは
縦50㌢×横50㌢×高さ120㌢以内②１
作品につき１鉢とし、鉢の外の装飾は
不可③出展数は１出展者２作品以内④
鉢などの容器は１人で持ち運べるもので、
種類・数量は自由⑤根付きの植物を使
用すること（ドライフラワー、切り花、造
花は使用不可、オーナメントは使用可）
⑥指定の日時に作品（完成品）の搬入・
搬出ができること【問】同実行委員会
（公園みどり課内）☎639-9057【広報
ＩＤ】1018603

●ファミリーサポートセンター
　有償ボランティア説明会
　育児の援助を受けたい人と援助したい
人が会員になり、地域の人同士で子育て
を支援する「ファミリーサポートセンター」
の活動紹介や有償ボランティアに関する
説明会を開催します。【日時】４月12日㈬
10時～12時【場所】市総合福祉センター
（若園町）【費用】無料。当日、会場へど
うぞ【申し込み】３月21日㈫９時から同セ
ンター☎625-5810で電話受け付け【広
報ＩＤ】1018779

●臨時福祉給付金を支給
　消費税率の引き上げによる影響を緩

和するため臨時福祉給付金（経済対策
分）を支給します。【支給金額】１人当た
り1万5000円【支給対象】28年度の住
民税が非課税（住民税課税者の被扶養
者や生活保護受給者などは除く）の人。
市の対象者には３月下旬に申請書を送
付します【申請方法】必要事項を記入
し、〠020-8531若園町２-18、市役所
地域福祉課分室へ郵送または持参。郵
送は８月31日㈭消印有効。持参は同日
17時半まで。基準日（28年１月１日）時
点で住所がある市区町村へ申請してく
ださい。また、提出期限は申請先の市区
町村へお問い合わせください。※ＤＶ被
害などの理由で、住所と居住地が異なる
人は事前にご相談ください【問】地域福
祉課☎603-8024【広報ＩＤ】1018888

●盛岡花火の祭典の
　ポスターデザインを募集
　盛岡花火の祭典実行委員会は、８月
11日㈮に開催予定の同祭典のポスタ
ーデザインを募集します。最優秀賞（１
点）には、賞金５万円を進呈。応募方法
など詳しくは、盛岡商工会議所都南支
所（永井23）などに備え付けの募集要
項でご確認ください。募集要項は同祭
典の公式ホームページへも掲載します。
【申込期限】４月20日㈭【問】同実行
委員会（盛岡商工会議所都南支所内）
☎638-3399

●市長おでかけトークの
　参加団体を募集
　市は、さまざまな活動をしている団体
の活動内容について、市長が聴きながら
懇談する「市長おでかけトーク」の29年
度の参加団体を募集します。【実施時
期】６月～来年２月【対象】市内で活動
している市民活動団体【申し込み】市役
所別館６階の広聴広報課や同本館１階
の窓口案内所、都南総合支所、玉山総
合事務所に備え付けの申込書に必要事
項を記入し、〠020-8530（住所不要）
市役所広聴広報課へ郵送または持参し
てください。ファクス622-6211でも受
け付けます。５月31日㈬17時締め切り。
申し込み多数の場合は選考【問】同課
☎626-7517【広報ＩＤ】1008913

●開運橋花壇クラブ
　ボランティアを募集
　市グリーンバンク事務局は、開運橋の
花壇作りや維持管理などを行うボラン
ティアを募集します。【活動日時】４月～
11月の毎週土曜、６時～７時【場所】開
運橋付近の北上川左岸【費用】年150
円※市外の人は300円【申し込み】同事
務局（公園みどり課内）☎639-9057で
電話受け付け

表 水質検査の概要
種類 内容

毎日検査項目
（水道法で義務付けられてい
る３項目）

【項目】色や濁り、残留塩素
【場所】指定した蛇口
【回数】１日１回

水質基準項目
（水道水の要件として水道法
で定められている51項目）

【項目】一般細菌や大腸菌、金属類、消毒副生成物、味など
【場所】水源や配水池、指定した蛇口など
【回数】項目により年１～12回

水質管理目標設定項目
（水質管理上留意すべき26項
目）

【項目】金属類や農薬類、
　　　　消毒副生成物、腐食性など
【場所】水源や配水池、指定した蛇口など
【回数】項目により年１～12回

盛岡に咲く季節の草花に親しむ
　古くから愛されてきた桜をはじめ、盛岡南部家伝来の衣装や絵画など
からさまざまな花の姿をたどるテーマ展「花づくし」をもりおか歴史文化
館（内丸）で開催します。ギャラリートークや散策ツアーも開催。盛岡に
咲く草花を楽しんでみませんか？【問】同館☎681-2100

●テーマ展「花づくし」
【日時】３月22日㈬～５月15日㈪           
９時～18時※受け付けは17時半まで
【費用】入館料が必要
【広報ＩＤ】1018780
■ギャラリートーク
【日時】４月２日㈰13時半～14時
【定員】先着20人
【費用】展示室入場料が必要
【広報ＩＤ】1018782

●盛岡城跡公園散策ツアー
　～花づくし～
【日時】４月23日㈰ 10時～12時
【場所・内容】盛岡城跡公園（内丸）をガ
イドと一緒に散策し、季節の草花を観察
【定員】20人
【費用】100円
【申し込み】３月19日㈰10時半から、同
館☎681-2100で先着順に電話受け付け
【広報ＩＤ】1018783

催　し

【日時】３月25日㈯14時半～16時半
【場所】盛岡劇場（松尾町）
【内容】盛岡バスセンターの再整
備に向けた市からの現状報告や、
商工会議所・市立高校の生徒など
から検討内容を報告。このほか、バ
ス事業者や肴町商店街振興組合

青年部などの皆さんも交え、これま
でのバスセンターの功績や課題、
期待する役割について意見交換
【定員】500人
【費用】無料。当日、会場へどうぞ
【問】市街地整備課☎639-9056
【広報ＩＤ】1018743

地域活性化フォーラム

もりおか歴史文化館テーマ
展

盛岡バスセンターに期待する役割
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