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月日 接骨院名 電話番号
４/２ 小山田接骨院（東松園二）663-2574
４/９ さとう整骨院（月が丘一） 641-7586
４/16 ふくしま整骨院（下飯岡11）639-7557
４/23 ひかり整骨院（高松二） 663-7515
４/30 小笠原整骨院（好摩字上山）682-0106

【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

接骨院の日曜当番

月日 区分 名称 所在地 電話番号

４/９
㈰

内
開運橋消化器内科クリニック 大通三丁目９-３菱和開運メディカルビル 613-3336
かねこ内科クリニック 月が丘一丁目１-63 647-3333
渋民中央病院 渋民字大前田53-２ 683-2336

外 くろだ脳神経・頭痛クリニック 神明町10-38 653-3522
小 森田小児科医院 緑が丘四丁目１-60 662-3326
歯 佐藤歯科クリニック 本町通二丁目14-38 651-0630

薬

銀河薬局開運橋店 大通三丁目９-３ 601-5562
みつばち薬局 月が丘一丁目１-63 647-3888
あすなろ薬局 中ノ橋通一丁目14-９ 623-8880
レミディ薬局 中ノ橋通一丁目14-８ 652-1300
調剤薬局アスティこうの 緑が丘四丁目１-50 662-2877
緑が丘薬局 緑が丘四丁目１-60 662-3458

４/16
㈰

内 かつら内科クリニック 本宮字小板小瀬13-２ 658-1223
藤島内科医院 愛宕町４-18 622-4453

外 なおや脳神経・頭痛クリニック 本宮字小板小瀬13-４ 656-3708
小 もりおかこども病院 上田字松屋敷11-14 662-5656
歯 壱番舘歯科クリニック 永井22-３-118SAWAX壱番舘１階 637-4618

薬

クローバー薬局 本宮字小板小瀬13-３ 656-2011
あたご薬局 愛宕町２-38 621-8411
おおたばし調剤薬局 本宮字小板小瀬13-８ 656-3131
こなん薬局 上田字松屋敷23-３ 664-1115

※４月２日㈰の休日救急当番医と薬局は、３月15日号11ページをご覧ください

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。

●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【広報
ＩＤ】1002663

▲

にこにこルーム【期
日・場所】４月６日㈭は都南公民館（永
井24）、13日㈭はタカヤアリーナ（本
宮五）、18日㈫は高松地区保健センタ
ー（上田字毛無森）、５月２日㈫は西部
公民館（南青山町）【対象】０～３歳の
子と保護者

▲

ぴよぴよルーム【期日・
場所】４月11日㈫は高松地区保健セン
ター、21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【期日・場所】
４月14日㈮、高松地区保健センター【対
象】０～2歳の子と保護者
■マタニティサロン（初妊婦対象）
【期日・場所】４月19日㈬、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（12園）
【日時】４月25日㈫9時半～11時【対
象】０歳～就学前の子と保護者や妊婦

●いわて就職ガイダンス
【日時】４月８日㈯13時～16時半【場所】
アピオ（滝沢市）【内容】県内に就業場所
があり、正社員を募集する企業との面談
など【対象】30年３月卒業予定の学生と
一般求職者【問】ふるさといわて定住財
団☎653-8976【広報ＩＤ】1018787

●動物公園に行こう
　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】４月９日㈰11時
～11時半【定員】15組【申し込み】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▶幼虫を探そう
【日時】４月15日㈯・16日㈰、13時半～
14時【定員】30人【申し込み】13時20
分から子供動物園で先着順に受け付け

●石川啄木記念館の無料開放
　啄木の命日、４月13日㈭は無料で入場
できます。13時半からは啄木の作品「林

り ん

中
ちゅう

の譚
た ん

」を基にした紙芝居を紹介【問】
同館☎683-2315【広報ＩＤ】1018922

●「本宮村/原敬/近代南部家」展
　ギャラリートーク
【日時】４月16日㈰・５月７日㈰、13時
半～14時15分【場所】原敬記念館（本
宮四）【費用】入館料が必要【問】同館

●夜間納付相談
【日時・場所】４月４日㈫・６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

●リハビリ相談会
【日時】４月６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

●成年後見相談
【日時】４月７日㈮・21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

●補聴器相談会
【日時・場所】４月19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

●花と緑の相談
【日時】毎週火曜（11月～３月は毎月第
２火曜）、10時～15時【場所】市役所本
館１階の市民ホール【内容】草花や庭
木などについての疑問を専門家へ相談
【問】公園みどり課☎639-9057

●健康相談「まちの保健室」
【日時】毎月主に第１金曜、10時半～12時
半【場所】ゆぴあす（上田字小鳥沢）【内
容】生活習慣病についての相談など【定
員】先着30人【問】ゆぴあす☎662-1414

●盛岡星まつり
　盛岡星まつり実行委員会は、次のと
おりイベントを開催します。いずれも費
用は無料です。【問】同実行委員会事
務局の吉田さん☎090-6458-8790▶
もりおか星空ギャラリー【期間】４月１
日㈯～30日㈰、９時～19時【場所】アイ
ーナ（盛岡駅西通一）【内容】星空の写
真やパネル展示▶星空パーティー【日
時】４月29日㈯・30日㈰、19時～21時
【場所】中央公園内、遺跡の学び館東
側（本宮字蛇屋敷）【内容】星空観察や
光害による星空環境の調査

年齢、学校名・学年、郵便番号・住所、
電話番号、交通手段、食物アレルギー
の有無を記入し、〠028-2631宮古市
区界２-111、区界高原少年自然の家へ
郵送。４月21日㈮必着。定員を超えた
場合は抽選【問】同自然の家☎0193-
77-2048【広報ＩＤ】1000876

●縄文ふれあいＤ
デ ー

ＡＹ
【日時】毎月第２土曜、10時～11時半
と13時～14時半【場所】遺跡の学び館
（本宮字荒屋）【内容】ブレスレット、古
代風ストラップ、拓本、古代のお守りネッ
クレスの制作体験【費用】各100円※入
館料別途。当日、会場へどうぞ【問】同
館☎635-6600【広報ＩＤ】1009440

●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、４月23日㈰の終日、利用できませ
ん。【問】同プール☎634-0450

●Ｊ
ジ ャ イ カ

ＩＣＡボランティア募集
　国際協力機構（JICA）東北支部は、
発展途上国の人と共に生活し、自助努
力促進の協力活動を行うボランティア
を募集しています。詳しくは、同機構の
ホームページをご覧ください。
■体験談＆説明会
【日時】４月８日㈯10時～12時と20日
㈭19時～21時【場所】アイーナ（盛岡駅
西通一）【問】同機構☎022-223-4772

●不来方大学院生を募集
【開講日時】５月11日～11月９日、木
曜、全20回、主に９時45分～15時【場
所】中央公民館（愛宕町）【内容】一般
教養や時事問題などの学習とクラブ活
動【対象】65歳以上【定員】150人【費
用】4500円※クラブ費実費【申し込
み】往復はがきに住所と名前・ふりがな、
年齢・生年月日、性別、電話番号を記入
し、〠020-0013愛宕町14-１、中央公
民館「不来方大学院係」へ。４月19日㈬
必着。定員を超えた場合は抽選【問】同
館☎654-5366【広報ＩＤ】1007631

●ゆうゆう学舎（もりおか老人大学）
　学生募集
【開講期間】５月26日㈮～来年１月19日
㈮【場所】各老人福祉センターなど【内
容】健康や地域文化などさまざまな分野
を学ぶ本校・分校講座と、地域活動など
について学ぶ特別講座【対象】60歳以上
【費用】無料【申し込み】市役所本館５

階の長寿社会課や各支所、老人福祉セ
ンターなどに備え付けの入学願書で申し
込み。５月２日㈫必着【問】同課内事務
局☎603-8003【広報ＩＤ】1006424

●市スポーツ少年団員募集
　市スポーツ少年団は、29年度の団員
を募集。７月31日㈪締め切りです。【種
目】スキーやスケート、空手、剣道、水
泳、サッカー、テニス、軟式野球、ミニ
バス、ラグビーなど全36種目。詳しくは、
市体育協会のホームページをご覧くだ
さい【問】同少年団事務局☎652-7600

●介護予防教室運営業務の
　受託者を募集
　65歳以上の人を対象に運動機能向上
や介護予防の啓発を行う「元気はなま
る筋力アップ教室」を運営する受託者
を募集します。【予定委託期間】５月15
日㈪～来年３月30日㈮【募集期限】４
月12日㈬17時。詳しくは市公式ホーム
ページをご覧ください【問】長寿社会課
☎613-8144【広報ＩＤ】1018990

●障がい者へのタクシーや
　ガソリン・軽油料金の助成
　市は、タクシーやガソリン・軽油の料
金の一部を助成します。【対象】自動車
税または軽自動車税の減免を受けてい
ない在宅の人で、次のいずれかに該当す
る人①身体障害者手帳１級②視覚や下
肢、体幹に障がいがあり身体障害者手
帳２級③療育手帳④精神障害者保健福
祉手帳１級。なお、ガソリン・軽油の助成
を受ける場合は、①～④以外の条件が
あります【申し込み】４月３日㈪以降に、
該当する手帳と印鑑を用意し、市役所本
館５階の障がい福祉課か都南総合支所
税務福祉係、玉山総合事務所健康福祉
課へどうぞ【助成額】いずれも600円の
助成券を月数に応じて交付。利用期限
は平成30年３月31日㈯【問】障がい福
祉課☎613-8346【広報ＩＤ】1004143

●公益的な事業を募集します
　市が実施していない公益的な事業に、
事業費の５分の４（上限50万円）を補
助します。【募集内容】次のいずれかに
該当する事業①市と協働で行う事業②
市が指定する施設を活用する事業③指
定するテーマに沿って市と協働で行う
事業【募集期限】５月19日㈮17時。応
募方法など詳しくは市公式ホームペー
ジをご覧ください【問】市民協働推進課
☎626-7535【広報ＩＤ】1019028

●学習活動を支援します
　家庭や地域の課題について学習する

市民団体に講師の紹介や講師派遣費
用の一部を補助します。【対象】定期的
に学習活動を行っている10人以上の団
体【申し込み】社会教育学級（地域団
体など）は随時受け付け、家庭教育学級
（ＰＴＡ団体）は５月16日㈫必着▶説明
会【日時】社会教育学級は４月25日㈫、
家庭教育学級は５月９日㈫、いずれも
10時～11時半【場所】中央公民館（愛
宕町）【問】同館☎654-5366【広報Ｉ
Ｄ】1000682

●浄化槽設置への補助
　し尿と生活排水を併せて処理する浄
化槽を設置する場合、経費の一部を補
助します。希望する人は、４月17日㈪か
ら21日㈮までに登録が必要。応募多数
の場合は抽選。詳しくはお問い合わせ
ください。【対象区域】公共下水道事業
と農業集落排水事業の対象にならない
区域【問】給排水課☎623-1411

●私道整備に補助
　私道などを整備する場合、補助金の
交付と砂利の支給を行っています。【対
象】次に該当する私道①延長が20㍍以
上②幅員が1.8㍍以上―など。詳しく
は、市公式ホームページをご覧ください
【問】道路管理課☎613-8542【広報Ｉ
Ｄ】1013951

●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】４月11日㈫13時
～27日㈭23時【公売方法・期間】▶入
札：５月９日㈫13時～16日㈫13時▶せ
り売り：５月９日㈫13時～11日㈭23時
【問】納税課☎613-8466【広報ＩＤ】
1010803

●全国のみずほ銀行で市税など
　が納付できます
　４月から全国のみずほ銀行の本・支
店で市税などを納付できるようにな
りました。口座振替でも納付できます。
【問】納税課☎613-8461【広報ＩＤ】
1018909

●春の交通安全・地域安全運動
　４月６日㈭～15日㈯、春の全国交通
安全運動と地域安全運動が行われま
す。【問】くらしの安全課☎603-8008▲

交通安全運動：10日㈪は「交通事故
死ゼロを目指す日」。子どもと高齢者の
交通事故防止や自転車の安全利用、飲
酒運転の根絶、全座席のシートベルトと
チャイルドシートの正しい着用を心掛け、
尊い命を守りましょう

▲

地域安全運動：

☎636-1192【広報ＩＤ】1018919

●もりげきライヴ
【日時】４月19日㈬19時～21時【場所】
盛岡劇場（松尾町）【出演】Ｕｔａ Ｂａｎｄ
【費用】前売り1000円、当日1200円※小
学生以下無料【問】同劇場☎622-2258

●パイプオルガン
　プロムナードコンサート
【日時】４月21日㈮12時20分～12時
50分【場所】市民文化ホール（盛岡駅
西通二）【内容】オルガニストの川越聡

さ と

子
こ

さんによるミニコンサート【定員】
350人【費用】無料。当日、会場へどう
ぞ【問】同ホール☎621-5100

●原敬の生家を公開
【日時】４月22日㈯～５月７日㈰、９時
～16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】1018920

●平成28年新収蔵資料展
【日時】４月22日㈯～７月９日㈰、９時～
17時【場所】先人記念館（本宮字蛇屋
敷）【内容】池田龍

りゅう

甫
ほ

の遺品群や藤田謙
け ん

の紫根染め作品、内藤春
は る

治
じ

のレリーフな
どを展示【費用】入館料が必要【問】同
館☎659-3338【広報ＩＤ】1018921

●植林体験と森林散策
【日時】４月22日㈯９時45分～15時【場
所】岩手大学演習林（滝沢市）【定員】
30人【費用】500円【申し込み】４月11日
㈫９時から盛岡広域振興局林業振興課
☎629-6613で先着順に電話受け付け

●区界ボランティア研修会
【日時】５月４日㈭～５日㈮の１泊２日
【場所】区界高原少年自然の家（宮古
市）【内容】野外活動に必要な知識や
技能を習得【対象】野外活動に興味が
ある高校生以上で、年１～２回、同自然
の家でボランティアとして活動できる人
【定員】20人【費用】3000円【申し込
み】４月10日㈪９時から同自然の家☎
0193-77-2048で先着順に電話受け付
け。ファクス0193-77-2124でも受け付
けます。４月21日㈮17時締め切り【広報
ＩＤ】1000876

●アウトドア・イン区界～春の巻～
【日時】５月５日㈮９時半～15時半【場
所】区界高原少年自然の家（宮古市）
【内容】自然散策や兜明神岳登山【対
象】小・中学生と保護者【定員】15組
【費用】１人1000円【申し込み】往復
はがきに催し名、名前・ふりがな、性別・

子どもと女性の安全確保や特殊詐欺被
害の防止、鍵かけの励行を重点とした
運動です。防犯意識を高め、安全で安
心な地域の実現を目指しましょう

■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎えほんのへや
【日時】４月６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】４月14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カ月以下の乳児
◎おはなしのじかん
【日時・対象】４月８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
◎かみしばいのへや
【日時】４月13日㈭15時半～16時
【対象】幼児～小学２年生
◎科学談話会
【日時】４月28日㈮18時半～20時
【内容】「近代木歩道橋の提案～中津
川毘沙門橋について～」と題し、岩手大
の出

で

戸
と

秀
ひ で

明
あ き

教授が講演
■都南図書館（永井24☎637-3636）
◎おはなしのじかん
【日時】４月12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】４月19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】４月８日㈯11時～11時半
【対象】４歳～小学生
■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
【日時】４月12日㈬10時半～11時
【対象】幼児
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
◎ちびっこ広場映画会
【日時】４月８日㈯10時半～11時40分
【内容】「ミッキーマウス～ミッキーのゴ
ルフ」「いじわる狐ランボー」など４本
【対象】幼児・小学生
◎ふたばおはなし会
【日時】４月12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

もりけんに挑戦（27年度３級問題）⓴（正解は16ページに掲載）
オルガンづくりの第一人者といわれるフランス人、マルク・ガルニエの製作による大小３種類のパイプオルガンが設
置されている盛岡の施設はどこですか。　①姫神ホール　②県民会館　③盛岡市民文化ホール　④キャラホール
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