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●春いろいろイベント
【期日】４月23日㈰【場所】先人記念館
（本宮字蛇屋敷）【時間・内容】①先人
ゆかりの樹木めぐりは10時半～11時半
②岩手大サークルによる音楽と芸能披
露は13時～16時【定員】①のみ先着20
人【費用】①無料②入館料が必要【問】
同館☎659-3338

●企画展「啄木と『一握の砂』」
【日時】４月25日㈫～９月３日㈰、９時
～17時【場所】石川啄木記念館（渋民
字渋民）【内容】啄木の代表作「一握
の砂」成立過程や作品の魅力について
紹介【費用】入館料が必要【問】同館☎
683-2315
■ギャラリートーク
【日時】４月25日㈫と５月～８月の最終
日曜、14時～14時半【費用】入館料が
必要

●素敵なまちの映画会
【日時】４月26日㈬13時半～15時50分
【場所】リリオ（大通一）【内容】「県政
ニュース（昭和51年）」「シェーン」【定
員】先着70人【費用】無料【問】盛岡大
通商店街事務局☎623-7131

●憲法記念講演会
【日時】４月26日㈬14時～16時【場所】
プラザおでって（中ノ橋通一）【内容】
「日本国憲法施行70年 地方自治の意
義を考える」と題して、県立大の田島平

と し

伸
の ぶ

教授が講演【定員】先着200人【費
用】無料【問】総務課☎626-7513

●市消防演習
【期日】４月29日㈯

▲

観閲や部隊訓練、
消防操法など【時間・場所】８時～・下小
路中校庭（愛宕町）

▲

消防体験イベン
トやまとい振り、はしご乗り、一斉放水
など【時間・場所】10時～・中の橋脇の
中津川河川敷と盛岡城跡公園芝生広場
（内丸）【問】消防対策室☎626-7404

●春うらら、レコード鑑賞
【日時】４月30日㈰10時～14時【場所】
石川啄木記念館（渋民字渋民）【内容】
啄木が暮らした旧齊藤家で、懐かしいレ
コードを蓄音機で鑑賞【費用】無料。当
日、会場へどうぞ【問】同館☎683-2315

●県障がい者スポーツ大会
【日時】６月３日㈯９時～16時【場所・
内容】県営運動公園（みたけ一）で開会
式と陸上、フライングディスク。ふれあ
いランド岩手（三本柳８）で水泳と卓球、
アーチェリー。盛岡スターレーン（中野

●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】５月分は15日㈪・29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時から広聴広報課の予約専用電話☎
626-7557で先着順に受け付け

▲

無料
法律相談【日時】毎週水曜（５月３日を
除く）、10時～15時【申し込み】希望相
談日の前週の水曜（５月10日分は４月26
日㈬）、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
【日時】４月23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）【内容】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【問】納税課☎
613-8462

●ヨイ歯デーテレホン相談
【日時】４月18日㈫10時～19時【内容】歯
や口内に関する相談を県保険医協会相
談係☎651-7341で電話受け付け。同日
19時以降、相談者へ医師から電話回答

●不動産無料相談会
【日時】4月19日㈬10時～15時【場
所】全日本不動産協会県本部（八幡町）
【内容】不動産全般に関する相談【申
し込み】同県本部☎625-5900

●多重債務相談
　借金で悩んでいる人の相談に応じて
います。【日時】月～金曜（祝日、年末年
始を除く）、８時半～16時半【場所】盛
岡合同庁舎４階（内丸）【問】東北財務
局盛岡財務事務所☎622-1637

●百年前の記憶の盛岡展
　村井文治 思い出のスケッチ
【日時】４月15日㈯～７月９日㈰、10時
～18時【場所】もりおか啄木・賢治青
春館（中ノ橋通一）【内容】故村井文治
さんが幼少期の記憶を基に描いた、明
治・大正期の盛岡のスケッチなどを紹介
【費用】無料【問】同館☎604-8900

るか、ホームページでご確認ください

●ホームステイ受け入れ家庭募集
　８月中旬から12月上旬まで市内にホ
ームステイするアメリカ・アーラム大学生
を受け入れる家庭を５月15日㈪まで募
集。会話は日本語でも問題ありません。
詳しくは、同大盛岡事務所の畠山さん
☎661-5799に問い合わせるか、同事務
所のフェイスブックをご覧ください。

●家庭ごみの収集
　業者へ直接依頼可能に
　都南地域で、家庭ごみの収集を一般
廃棄物処理業許可業者に直接依頼で
きるようになりました。引っ越しなどで
ごみが大量に出た場合などに便利です。
費用は有料。収集できるのは、燃やせ
るごみと生ごみ、空き缶・瓶、段ボール、
古紙、ペットボトルです。【問】盛岡・紫
波地区環境施設組合☎697-3835

●「モリーオの広場」ご利用を
　各種イベントに利用できる盛岡駅西
口多目的広場「モリーオの広場」の利用
を受け付けています。使用料は表１のと
おり。【問】公園みどり課☎639-9057

●光化学オキシダントに注意
　これからの季節は大気中の光化学オ
キシダント濃度が高くなり、「目がチカ
チカする」「頭やのどが痛む」などの症
状が現れることがあります。県が注意報
を発令したときは次のように対処してく
ださい。 ▼外出や自動車の使用をなる
べく控える ▼野外での激しい運動はや
める ▼目やのどに刺激を感じたときは
洗眼やうがいをして、医師の診察を受
ける【問】環境企画課☎613-8419【広
報ＩＤ】1010342

●空き地・空き家の火災予防を
　放火や火遊び、たばこの投げ捨てな
どによる火災を防ぐため、空き地・空き
家の所有者や管理者らは、枯れ草の刈
り取りや施錠をするなど適正に管理し
ましょう。【問】盛岡中央消防署☎626-
7302・盛岡西消防署☎647-0119・盛
岡南消防署☎637-0119

●サポステ移転のお知らせ
　もりおか若者サポートステーションは、
４月３日に移転しました。【移転先】大

通三丁目２-８、岩手金属工業会館２階
【問】同ステーション☎601-6638

●金融犯罪を防ぐ！出前講座
　東北財務局盛岡財務事務所は、金融
犯罪防止に向けた出前講座を実施。地
域の活動や各種会合などの場に出向き、
振り込め詐欺などの手口や対策などを
分かりやすく説明。費用無料です。詳し
くは、同事務所☎622-1637へお問い合
わせください。

●市の推計人口（３月１日現在）
【人口】29万6139人（男＝14万444人、
女＝15万5695人）【対前月比】134人減
【世帯数】13万618世帯【問】企画調整
課☎613-8397

■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎えほんのへや
【日時】４月20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】４月22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
◎児童文学を読む会
【日時】４月26日㈬10時～12時【内
容】ビンス・バウター作、原田勝訳「ペー
パーボーイ」（岩波書店）

◎かみしばいのへや
【日時】４月27日㈭15時半～16時【対
象】幼児～小学生
◎きみもできる！絵本のよみきかせ
【日時】５月３日㈬14時～16時【対象・
定員】小学１～２年生・８人【申し込み】
４月18日㈫10時から先着順に電話また
は直接受け付け
■都南図書館（永井24☎637-3636）
◎「この本よんで！！」
【日時】４月21日㈮～５月16日㈫、９時
～18時※土・日曜、祝日は17時まで【内
容】子どもによる感想の掲示など
◎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】５月６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】４月26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】４月22日㈯10時半～11時10分
【対象】幼児～小学生
■松園地区公民館（東松園二☎661-8111）
◎おはなし☆らんど
【日時】５月10日㈬10時～12時【内
容】手作りおもちゃ遊びと絵本の読み
聞かせ【対象】未就学児

一）でボウリング【対象】県内在住で身
体障がいか知的障がい、精神障がいの
ある13歳以上【費用】無料【申込期限】
４月19日㈬。申込方法など詳しくは、県
障がい者スポーツ協会☎637-5055へ
お問い合わせください

●議会報告会を開催
【日時・場所】５月10日㈬は杜陵老人
福祉センター（南大通一）と巻堀地区コ
ミュニティセンター（巻堀字巻堀）、11
日㈭は中野地区活動センター（東安庭
字小森）と太田地区活動センター（中太
田深持）、時間はいずれも19時～20時半
【内容】市議会議員による活動報告と
意見交換会。当日、会場へどうぞ【問】
議事総務課☎613-8314【広報ＩＤ】
1014643

●ごみの受け入れ休止
　クリーンセンター（上田字小鳥沢）は、
５月３日㈬から５日㈮まで、ごみの受け
入れを休止します。【問】クリーンセンタ
ー☎663-7153

●戦地慰霊巡拝の参加者募集
　国は、戦没者の戦地慰霊巡拝に参加
する遺族を募集しています。旅費の一
部を国が補助。巡拝地は旧ソ連や中国、
硫黄島など。募集時期は巡拝地によっ
て異なります。詳しくは、地域福祉課☎
626-7509へお問い合わせください。

●盛岡の歴史を語る会会員募集
【日時】５月～来年１月の第３金曜、全
８回、13時半～15時半【場所】市総合
福祉センター（若園町）【内容】盛岡
の歴史に関する講義や歴史見学会など
【定員】150人【費用】4500円【申し込
み】往復はがきに郵便番号・住所と名
前、性別、電話番号を記入し、〠020-
8531若園町２-18、市役所環境企画課
へ郵送。４月24日㈪必着【問】環境企
画課☎613-8419

●盛岡広域フィルムコミッション
　エキストラ登録を募集
　盛岡観光コンベンション協会内、盛
岡広域フィルムコミッションは、映画・テ
レビなどの撮影時にエキストラとして出
演するボランティアを随時募集していま
す。登録した人の中から状況に合わせて
連絡します。※出演を約束するものでは
ありません。登録方法など詳しくは、同
コミッション☎606-6688に問い合わせ

もりけんに挑戦（27年度３級問題）�（正解は10ページに掲載）
盛岡城跡公園の本丸跡に銅像の台座だけが残っている南部利祥中尉が戦死したのは
何の戦争ですか。　　　　　①戊辰戦争　②日清戦争　③日露戦争　④太平洋戦争

表１　モリーオの広場の使用料
区分 １時間 １日

広場の全部使用 2000円 ２万円

広場の
一部使用

園路広場 1000円 １万円
芝生広場 900円 9000円
階段広場 400円 4000円

水道設備の使用 100円 1000円

表２　入居者を募集する市営住宅

住宅名（所在地） 応募できる世帯 階数 戸数 家賃 間取り高・障 単身 一般

谷地頭アパート（厨川五）
○ ○ ４階 １戸 １万1300円～２万2200円

６・4.5・３・ＤＫ○ ○ ○ ５階 １戸 １万1300円～２万2200円
○ ○ ○ ５階 １戸 １万1300円～２万2200円

北厨川アパート（厨川二）

○ ○ ３階 １戸 １万3500円～２万6600円 ６・4.5・３・ＤＫ
○ ○ ４階 １戸 １万6800円～３万3000円

６・６・4.5・ＤＫ
○ １階 １戸 １万8800円～３万6900円
○ ○ ４階 １戸 １万8200円～３万5700円
○ ○ ○ ５階 １戸 １万8200円～３万5700円
○ １階 １戸 １万9100円～３万7400円

青山二丁目アパート（青山二） ○ ○ ４階 １戸 １万1200円～２万2000円 ６・4.5・３・ＤＫ
青山三丁目アパート（青山三）
（エレベーター付き）

中学生以下が
２人以上いる

１～
２階 ２戸 ２万9200円～５万7400円 6.1・6.3・6.4

・ＤＫ
青山西アパート（青山三） ○ １階 １戸 ２万1100円～４万1500円 ８・６・ＤＫ

川目アパート（東山一）

○ ○ ３階 １戸 １万4700円～２万8900円

６・６・３・ＤＫ○ １階 １戸 １万5000円～２万9400円
○ ○ ３階 １戸 １万4700円～２万8900円
○ ○ ２階 １戸 １万5200円～２万9900円

仙北西アパート（西仙北一）
○ ○ ４階 １戸 ２万1000円～４万1300円 ８・６・５・ＤＫ

車いす常用 ※１ １階 １戸 １万8800円～３万6900円 ８・６・ＤＫ
○ ○ ２階 １戸 ２万2900円～４万5000円 ８・６・５・ＤＫ

月が丘アパート（月が丘三）
（エレベーター付き） ○ ○ ４階 １戸 ２万3300円～４万5800円 ６・７・ＤＫ

柿の木アパート
（西見前12地割）

○ ○ ３階 １戸 ２万3900円～４万7000円 ８・６・５・ＤＫ
○ ○ ２階 １戸 ２万4200円～４万7500円 ８・６・６・ＤＫ

夏間木第２団地（好摩字芋田向） ○ ○ 平屋 １戸 １万4700円～２万8900円 ６・5.5・ＤＫ

●市営住宅の入居者募集
　市は、市営住宅の入居者を表２のとおり募集します。
【入居可能日】６月１日㈭【入居資格】次の全てに該当す
る人①住宅に困っている②世帯の収入月額が法定の基準
内である③住民税を滞納していない④過去に市営住宅に
入居した際に家賃等を滞納しなかった⑤本人や同居する人
が暴力団員でない※入居の際には連帯保証人と家賃３カ
月分の敷金が必要【申し込み】４月20日㈭～26日㈬の９
時～17時、市営住宅指定管理センター（中ノ橋通一、106
ビル９階）で受け付け。本人か同居する家族（単身者は本
人）が手続きしてください。応募多数の場合は抽選。申込
用紙は、同センターと市役所別館８階の建築住宅課、同
本館１階の窓口案内所、各支所・出張所に備え付けます
【問】同センター☎622-7030【広報ＩＤ】1001680

＜応募できる世帯について＞
高：60歳以上の人がいる世帯（単身者含む）
障：身体障害者手帳４級以上の障がいのある人が
　　いる世帯（単身者含む）
単身：高・障に該当せず、同居者がいない人
一般：高・障に該当しない世帯
※１：下肢または体幹が２級以上の身体障害者手
　　　帳を持ち、車いすを常用する人がいる世帯

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。

日 区分 名称 所在地 電話番号

４/23
㈰

内 工藤内科ハートクリニック 中ノ橋通一丁目７-13 653-6811
二宮内科クリニック 愛宕町２-47 621-8181

外 かとう整形外科クリニック 中央通二丁目８-１ 622-2555
小 西島こどもクリニック 上田一丁目19-11 651-1369
歯 柴田歯科医院 肴町５-５肴町中央ビル２階 651-6710

薬
中ノ橋薬局 中ノ橋通一丁目７-15 624-2823
あたご薬局 愛宕町２-38 621-8411
そうごう薬局盛岡中央通店 中央通二丁目２-５住友生命盛岡ビル１階 613-6671
あおば薬局上田店 上田一丁目18-50 622-0370

４/29
㈯

内 荻野病院 本宮一丁目６-12 636-0317
旭橋クリニック菊池循環器内科 材木町２-26近三ビル３階 653-8511

外 たにむらクリニック 本宮字小板小瀬13-２ 601-2990
小 よしだクリニック 西仙北一丁目30-50 635-8341
歯 しまざき歯科医院 加賀野四丁目15-30 656-8388

薬

アポロ薬局 本宮一丁目６-11 636-4332
どんぐり薬局材木町 材木町２-26 652-9177
クローバー薬局 本宮字小板小瀬13-３ 656-2011
ひばり薬局 西仙北一丁目30-51 635-9797

４/30
㈰

内 さとう胃腸科内科 向中野一丁目11-25 635-0789
えいづか内科胃腸科クリニック 緑が丘四丁目１-７ 663-7788

外 栃内病院 肴町２-28 623-1316
小 杜のこどもクリニック 向中野三丁目10-６ 631-1160
歯 愛歯科診療所 向中野一丁目10-31 681-9888

薬
みなみ薬局 向中野一丁目11-24 635-8561
ハーブ薬局 緑が丘二丁目８-26 665-2288
中津川薬局 肴町８-５ 604-2300
リーフ薬局 向中野三丁目10-10 656-5877

5/３
㈬

内 ささき医院 中野一丁目27-10 653-0230
森谷医院 高松三丁目11-29 663-1247

外 細井外科医院 大沢川原一丁目１-２ 624-2715
小 村田小児科医院 紺屋町３-４ 622-7132
歯 歯の松本 東安庭一丁目23-62 625-5772

田中歯科医院 上堂一丁目16-27 645-2821

薬
コスモ調剤薬局 中野一丁目30-３ 653-6133
どんぐり薬局たかまつ 高松三丁目11-23 661-6995
つくし薬局下の橋店 大沢川原一丁目１-３ 624-8730
こんや町薬局 紺屋町３-７ 653-1521

※４月16日㈰の休日救急当番医と薬局は、４月１日号15ページでご確認ください盛岡駅西通アパート（盛岡駅西通一）は随時募集しています
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