もりけんに挑戦（27年度３級問題）（正解は12ページに掲載）
「チャグチャグ馬コ」の行列の最終地点は盛岡八幡宮ですが、出発地点はどこですか。
①駒形神社 ②愛宕神社 ③巻掘神社 ④鬼越蒼前神社

情報インデックス

【日時・場所】５月９日㈫・11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

イベントを開催。いずれも入園料が必
要です。
【問】同園☎654-8266▶サイ
にさわっちゃおう【日時】５月７日㈰11
時半～12時【場所】サイ舎▶S hoeZワ
ークショップ【日時】５月20日㈯・21日
㈰、11時半～12時20分（アフリカゾウ）、
14時～14時50分（シロサイ）
【定員】各
回 先 着2 5人【場所】ゾウ舎、サイ舎【内
容】動物を観察しクイズに挑戦しながら、
動物たちの暮らしや人との関わりを学ぶ

●リハビリ相談会

●古代のあそびでたのしもう！

●姫神山やま開き

【日時】５月11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】５月３日㈬～７日㈰、10時～16
時【場所】志波城古代公園（上鹿妻五
兵衛新田）
【内容】貝あわせや投げ壺、
火おこしなど古代遊びを体験【費用】
無料【問】同公園☎658-1710【広報Ｉ
Ｄ】1009490

【日時】５月21日㈰９時～【場所】姫神
山一本杉登山口（玉山馬場字前田）
【内
容】安全祈願を行い、登山開始。10時
半～登頂者先着900人に山頂で記念手
ぬぐいを配布【問】産業振興課☎6833852【広報ＩＤ】1019350

●交通安全ゲートボール

●月釜茶会

交通安全ゲートボール講習会と大会
を開催します。詳しくはくらしの安全課
☎603-8008へお問い合わせください。
▶講習会【日時・場所】５月12日㈮は
屋内ゲートボール場（前九年三）、18日
㈭は世代交流センター（西見前13）、い
ずれも９時～11時半【対象】60歳以上。
用具は貸し出します。当日会場へどう
ぞ▶大会【日時】６月１日㈭８時半～15
時半【場所】県営運動公園（みたけ一）
【対象】60歳以上。老人クラブや同好
会などの団体も参加できます【申込期
限】５月12日㈮

【日時】５月21日㈰９時半～15時【場
所】中央 公民館（愛宕町）
【内容】裏
千 家 淡 交 会 と表 千 家 同 門 会 による茶
会【問】同館☎654-5366【広報ＩＤ】
1019322

相

談

シ

●夜間納付相談

●成年後見相談
【日時】５月15日㈪・29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】５月17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

催

し

ュ

ー

ズ

●子育てを楽しく

●手づくり市「てどらんご」

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】５月２日㈫
は西部公民館（南青山町）、12日㈮は
都南公民館（永井24）、16日㈫は高松
地区保健センター【対象】０歳～３歳の
子と保護者▶ぴよぴよルーム【期日・
場所】５月９日㈫高松地区保健センター
（上田字毛無森）
【対象】０歳の子と保
護者
■マタニティサロン
【日時・場所】５月17日㈬、とりょう保
育 園（肴 町）【対 象】初 妊 婦【申し込
み】同支援センターへ電話予約
■市立保育園の一斉園開放（12園）
【日時】５月９日㈫・16日㈫、９時半～
11時【対象】０歳～就学前の子と保護
者や妊婦

【日時】５月13日㈯・14日㈰、10時半～
16時【場所】鉈屋町の町家など【内容】
手作り品の販売やスタンプラリーなど
【問】もりおかワカものプロジェクト事
務局☎080-4510-7082

【日時】５月17日㈬19時～21時【場所】
盛岡劇場（松尾町）
【出演】Ｇ＆Ｂ、ア
ウロボーラー【費用】前売り1000円、当
日1200円。小学生以下無料【問】同劇
場☎622-2258

●動物公園に行こう

●子ども科学館で遊ぼう

動物公園（新庄字下八木田）で次の
広

告
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●公開探鳥会
【日時】５月14日㈰７時～10時半【場
所】高松の池（高松一）※７時に旧盛岡
競馬場跡地の高松公園多目的芝生広場
（上田字上堤頭）集合【内容】鳥の見つ
け方や生息する環境について学習。双
眼鏡と筆記用具を持参【問】林政課☎
626-7541【広報ＩＤ】1018981

●もりげきライヴ

子ども科学館（本宮字蛇屋敷）で表１

のとおりイベントを開催します。
【問】同
館☎634-1171

●無料アクアビクス体験会
【日時】５月2 0日㈯19 時～2 0 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、筋ト
レなど【費用】入場料が必要（初めて参
加する人は無料）。当日、会場へどうぞ
【問】同プール☎634-0450

うら

せん

け

たん こう かい

おもて せ ん

け

どう もん かい

●講演会『一握の砂』ができる
まで～歌集の特徴とともに～
啄木の代表作『一握の砂』が発行さ
れるまでの出来事を、その特徴と共に分
かりやすく解説します。
【日時】５月27
日㈯13時半～15時半【場所】渋民公民
館（渋民字鶴塚）
【費用】無料【問】石
川啄木記念館☎683-2315

お知らせ
●市立総合プールの利用制限
市立総合プール（本宮五）は、大会な
どのため、5月３日㈬～７日㈰・13日㈯・
14日㈰・27日㈯・28日㈰の終日、利用で
きません。
【問】同プール☎634-0450
表１

子ども科学館の各種イベント
イベント名
内容

●軽自動車税の減免申請
身体障害者手帳や療育手帳などを持
っていて、基準に該当する人は、１人１
台に限り軽自動車税が減免される場合
があります。申請期限は５月31日㈬。減
免基準など詳しくは、市民税課☎6138499へお問い合わせください。
【広報
ＩＤ】1000503

●まちなか・おでかけパス
６月１日㈭から11月30日㈭まで利用
できる「まちなか・おでかけパス」を販
売します。
【販売日時】５月15日㈪以降
の月曜～金曜※祝日を除く、10時～15
時【販売場所】ななっく１階バス乗車券
売場、盛岡駅前バス案内所など【対象】
市内在住で購入時に70歳以上の人【費
用】5400円【問】県交通☎654-2141、
県北バス☎641-1212、ＪＲバス東北☎
604-2211【広報ＩＤ】1001839

●玉山地域列車でおでかけきっぷ
盛岡駅まで割安で利用できる「玉山
地域列車でおでかけきっぷ」を販売し
ます。
【販売日時】随時【販売場所】渋
民駅、好摩駅【対象】玉山地域在住で
購入時に70歳以上の人【費用】渋民駅
～盛岡駅360円、好摩駅～盛岡駅470
円、購入証発行手数料500円【問】ＩＧ
Ｒインフォメーション☎626-9151【広報
ＩＤ】1001842

●あなたが支える赤十字活動
日本赤十字社は、災害救援活動や献
血、救急法等の普及などのため、活動資
金を募集しています。詳しくは、日赤盛岡
市地区事務局☎626-7509へお問い合
わせください【広報ＩＤ】1019320

●県民長寿文化祭作品展
６月２日㈮～４日㈰、市民文化ホール
（盛岡駅西通二）で開催される同文化
祭への出品作品を募集します。【応募

日時（費用）
定員
5/6㈯・6/3㈯、①②18時～18時
①星音～春を感じる
半（中学生以下各回200円、高校生
Ｊ-ＰＯＰ～②星音～
①②③
以上各回500円）③19時～19時半
ナイトミュージアム コンサート～③今夜
各160人
（無料）④19時半～21時（無料）
の星空みどころ案内
④なし
※悪天候時は、タジックアースを
④星を見る会
20時まで開催
５/6㈯と5/7～28の日曜、10時半
ワークショップ
垂直に飛ぶおもちゃ
～12時と14時～15時半
各30人
「紙トンボ」
作り
（各回50円。展示室入場料別途）
サイエンスショー
くうき砲の威力や弾 ５/7～6/4、日曜、13時～
なし
「くうき砲であそぼう！」 の形を見る実験など （無料。展示室入場料が必要）
遮光プレートと太陽 5/13㈯･27㈯、13時～15時（無料）
太陽を見る会
なし
投影板で太陽を観察 ※悪天候時は、館内で太陽の説明
ワークショップ
面白い動き方をする 6/4㈰10時半～12時と14時～15時
各30人
「ゆらゆらＵＦＯ」 磁石のおもちゃ作り 半（各回150円。展示室入場料別途）

資格】県内在住で60歳以上のアマチュ
ア【費用】無料。ただし作品の搬入・搬
出に要する経費は出品者の負担【申込
期限】５月12日㈮必着。募集部門や申
し込み方法など 詳しくは、いきいき岩
手支援財団総務・健康支援課☎626 0196へお問い合わせください

務課☎603-8301【広報ＩＤ】1000928

■都南図書館（永井24☎637-3636）
◎おはなしのじかん
●新刊「盛岡の庭園」を販売
【日時】５月10日㈬11時～11時半
【対象】幼児
庭園の楽しみ方など四季折々の魅力
◎おとぎのへや
ある文化財庭園の入門書を刊行。詳し
【日時】毎週土曜、14時半～15時
くは歴史文化課☎639-9067へお問い
【対象】幼児～小学生
合わせください。
■渋民図書館（渋民字鶴塚☎683-2167）
●環境モニターを募集
●宝くじ助成で事業を実施
◎えほんのへや
【日時】５月17日㈬15時半～16時
29年度の環境モニターを募集します。
自治総合センターの宝くじの助成金
【対象】小学１～３年生
詳しくは、市公式ホームページをご覧くだ
により、３月４日㈯・５日㈰に第６回盛
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
さい。
【活動内容】①市が貸し出す省エ
岡劇場「劇団モリオカ市民」公演「あの
◎わくわくおはなし会
ネナビを取り付け、節電などに取り組み、 年の盛岡2011」を実施しました。
【問】
【日時】５月13日㈯11時～11時半
報告②年２回のモニター会議に出席③
文化国際室☎626-7524
【対象】４歳～小学生
アンケートの協力【対象】次の全てに該
●ひとり親家庭等日常生活支援事業
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
当する人①平成28年６月１日から来年１
月31日まで市内の同一住居に居住②20
ひとり親家庭の親などが就労や就学、 ◎ちびっこ広場映画会
【日時】５月６日㈯10時半～11時40分
歳以上③環境モニターになったことがな
疾病などにより、家事援助、保育などの
【内容】「ミッキーマウス～プルートの
い【任期】６月～来年３月【定員】７人【謝
サービスが必要になった場合に、家庭
魔法のランプ」など４本
礼】5000円【申し込み】５月８日㈪10時
生活支援員の派遣などを行います。世帯
から環境企画課☎626-3754で先着順
の状況によっては低料金で利用できま
に電話受け付け【広報ＩＤ】1010289
す。利用には事前登録が必要。詳しくは、
子ども青少年課☎613-8354へお問い
●太陽光発電システムなどの
合わせください。
【広報ＩＤ】1002521

【対象】幼児～小学生
◎ふたばおはなし会
【日時】５月10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
■都南公民館（永井24☎637-6611）
◎子どもシネマランド
【日時】５月13日㈯10時半～11時半
【内容】
「シンデレラ」など３本

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
5/7 あきもと整骨院（北飯岡二）681-3186
5/14 村上整骨院（青山一）
645-2313
5/21 ひかり整骨院中ノ橋
（中ノ橋通一）651-0480
5/28 みかわ接骨院（西仙北一） 681-2577

休日救急当番医・薬局

設置費を補助

自分で住む一戸建て住宅に太陽光発
電システムなどを設置する人へ補助金
を交付します。システムについて詳しく
は、市公式ホームページをご覧ください。
【対象】次の全てに該当する人①これ
からシステムの設置工事に着手する②
市税を滞納していない③過去にこの補
助金を受けていない―など【申し込
み】若園分庁舎４階の環境企画課に備
え付けの申込用紙に必要事項を記入し、
同課へ提出。補助金交付総額が1480
万円を超えた時点で締め切り【問】同
課☎626-3754【広報ＩＤ】1019213

●寄付をいただきました
■㈱浅沼工務店（浅沼新一代表取締役）
と㈱東北工商（宮野孝代表取締役）
本宮老人福祉センターの畳の表替え
一式。地域福祉のために。

図

書

■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎えほんのへや
【日時】５月4日㈭15時半～16時
【対象】幼児～小学生
◎かみしばいのへや
●市営墓園の使用者を募集
【日時】５月11日㈭15時半～16時
【対象】幼児～小学生
新庄墓園（新庄字上八木田）芝生墓地
◎おはなしころころ
と、青山墓園（みたけ一）普通墓地の墓
【日時・対象】５月12日㈮、10時20分
地使用者を表２のとおり募集します。
【対
～11時は１歳３カ月以上の幼児、11時
象】市内に住民登録があり、埋葬する焼
10分～11時半は１歳２カ月以下の乳児
骨と火葬許可証を持っている人。※すで
◎おはなしのじかん
に市営墓園を使用している人と他の墓地
【日時・対象】５月13日㈯、11時～11時
から改葬する人を除く【申し込み】市営
20分は４歳～小学１年生、11時半～12
墓園管理事務所（新庄字上八木田）と市
時は小学２年生以上
保健所企画総務課に備え付けの申込用
紙に必要事項を記入し、いずれかへ提出。 ◎科学談話会
５月15日㈪必着【抽選日時】５月28日㈰、 【日時】５月18日㈭18時半～20時
【内容】
「日本酒を造る酵母の科学」と
受け付け８時45分～、抽選９時半～【抽
題し、岩手大の下飯仁教授が講演
選場所】市保健所（神明町）
【問】企画総

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

内

5/4
㈭

市営墓園の募集区画
墓園
区画面積
４平方㍍
新庄
（芝生墓地）
６平方㍍
３平方㍍
青山
（普通墓地）
４平方㍍

広

募集区画数
16区画
１区画
１区画
１区画

墓地使用料
７万6000円
11万2000円
20万4000円
27万2000円

墓地管理料（年）
2000円
3000円
600円
800円

外
小
歯

薬

内

5/5
㈮

外
小
歯

薬

内

5/7
㈰

外
小
歯
薬

内

し も い ひとし

表２

区分

5/14
㈰

外
小
歯
薬

名称
菜園循環器内科医院
内科クリニックすずき
双木整形外科医院
臼井循環器呼吸器内科・小児科
ゆう歯科医院
どいじり歯科医院
菜園薬局
サンタウン調剤薬局
エイシン薬局
のぞみ薬局
金子胃腸科内科
水沼内科循環器クリニック
内丸病院
川久保病院
ねそり歯科
のむら歯科医院
オトベ薬局
フロンティア薬局盛岡店
油町薬局
オーロラ薬局
鈴木内科医院
かなやま内科医院
八角病院
向中野クリニック
中村こどもクリニック
白石歯科クリニック
八幡町薬局
三ツ割薬局
調剤薬局ツルハドラッグ盛岡向中野店
ミルキー薬局
鎌田内科クリニック
中村内科医院
けやき整形外科クリニック
寺井小児科医院
白倉歯科医院
あざみ薬局本宮店
せいりゅう薬局
リープ薬局
フローレンス薬局

所在地
菜園一丁目４-７
北松園二丁目15-4
月が丘二丁目５-23
松園二丁目２-10
永井17-79-２
本宮五丁目-９-17
菜園一丁目５-25
北松園二丁目13-１
月が丘二丁目５-21
松園二丁目３-３
乙部13-135-３
中央通二丁目11-12明治中央通ビル１階
本町通一丁目12-７
津志田26-30-１
みたけ三丁目18-６
手代森14-16-29
乙部13-135-１
中太田泉田66-11
本町通一丁目11-25
南仙北三丁目2-30
八幡町２-17
浅岸一丁目12-22
好摩字夏間木70-190
向中野五丁目29-１
上厨川字杉原50-47
下飯岡11-126-１
八幡町３-22
三ツ割五丁目７-15
向中野五丁目29-38
上厨川字杉原50-48
本宮二丁目20-１
若園町２-５
上田一丁目１-35
山王町１-９
仙北三丁目14-57
本宮二丁目20-18
紺屋町６-24藤井ビル102
上田一丁目１-35
大通一丁目５-7

電話番号
626-3211
662-2888
646-3855
662-9845
681-6045
631-1151
625-7521
662-0576
641-0454
662-7733
696-2012
604-8002
654-5331
635-1305
656-9394
675-1188
675-1151
656-2400
629-3400
635-1233
623-3038
621-8680
682-0201
613-2227
648-7711
638-0666
604-7770
663-5311
656-5260
646-0369
636-1725
622-7103
656-1677
623-8249
656-5218
631-2888
623-1511
601-3030
625-7820
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