もりけんに挑戦（27年度３級問題）（正解は10ページに掲載）
明治天皇の東北巡幸を機に、明治７年北上川に架橋された橋は何ですか。
①芋田橋 ②船田橋 ③明治橋 ④桝沢橋

情報インデックス
談

●無料法律相談

▲

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】６月分は12日㈪・26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、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☎6235005で先着順に電話受け付け
▲

●休日納付相談

●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。いずれも参加無料です
が、入園料が必要です。
【問】動物公園
☎654-8266▶リスのクルミカレンダー
【日時】
５月21日㈰13時半～14時半【定
員】30人【申し込み】開始10分前から動
物資料館前で先着順に受け付け▶アル
パカの誕生日【期日】
６月４日㈰。時間は
お問い合わせください【内容】アルパカへ
の餌やりや工作など【定員】アルパカの毛
を使った工作のみ先着30人
よ

さ

こ

い

●第20回ＹＯＳＡＫＯＩさんさ

【日時】
５月28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

【期日】５月28日㈰【場所・時間】盛岡
駅前滝の広場は10時～16時半、カワト
ク前広場とホットライン肴町は11時半
～13時、大通商店街の通りとMOSSビ
ル前広場は12時半～17時半【問】同イ
ベント実行委員会☎623-7131

●特設人権相談

●いわて就職面接会

６月１日の人権 擁護委員の日に合わ
せ、特設人権相談所を開設。費用は無
料。当日、会場へどうぞ。
【日時・場所】６
月１日㈭はななっく
（中ノ橋通一）、２日㈮
はカワトク（菜園一）、いずれも10時～15
時【問】盛岡地方法務局☎624-9859

【日時】
６月２日㈮11時～16時半【場所】岩
手産業文化センター（滝沢市）
【対象】30
年３月卒業予定で県内への就職を希望す
る学生や既卒者、一般求職者など【問】ふ
るさといわて定住財団☎653-8976

し

●テーマ展
「大名行列ってなに？」
【日時】５月17日㈬～７月17日㈪、９時
～19時【場所】もりおか歴史文化館（内
丸）
【内容】盛岡藩主の大名行列につい
て、絵巻を中心に紹介【費用】展示室入
場料が必要【問】同館☎681-2100【広
報ＩＤ】1019330▶ギャラリートーク
【日時】６月18日㈰13時半～14時【定
員】20人【費用】展示室入場料が必要

●企画展「馬と生きるくらし」

広

告
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お知らせ
●ハンギングバスケットフェア
展示作品講習会の参加者募集
６月10日㈯にもりおか歴史文化館前
広場（内丸）で開催する「もりお花ハンギ
ングバスケットフェア2017」に出展する
作品の講習会を開催します。
【期日】６月
９日㈮【時間・対象】①初心者向けは10
時～12時②中・上級者向けは13時～15
時【場所】サン農園（三本柳21）
【定員】
各10人【費用】①5000円②無料※バス
ケットや花材を持参【申込期限】５月29
日㈪必着。申し込み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】同
か

【日時】６月２日㈮19時～20時半、３
日㈯10時～11時半【場所】中央公民館
（愛宕町）
【内容】平成30～31年度に
行う、中央公民館と愛宕山老人福祉セ
ンター改修・複合化工事期間中の対応
について説明【定員】各300人。当日、
会場へどうぞ【問】同館☎654-5366
【広報ＩＤ】1019327

●みたけ老人福祉センター開館
６月１日㈭にみたけ老人福祉センター
（みたけ三）が開館します。地域の高齢
者のレクリエーション活動やサークル活
動などの場としてご利用ください。施設
の管理運営は市社会福祉事業団が行い
ます。
【開館時間】９時～21時【休館日】
年末年始【問】同センター☎641-2022

●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
Yahoo!オークションで公売します。
【申
込期間】５月26日㈮13時～６月12日㈪
23時【公売方法・期間】 入札：６月19
日㈪13時～26日㈪13時 せり売り：６
月19日㈪13時～21日㈬23時【問】納税
課☎613-8466【広報ＩＤ】1010803
ヤ

フ

ー

●農作業事故に注意
春の農繁期を迎え、不注意や農業機
械の誤操作による事故を防ぐため、ゆと
りを持った安全な農作業を心掛けまし
ょう。
【問】農政課☎613-8457【広報Ｉ
Ｄ】1008165

●盛岡芸術祭美術展受賞者
第46回盛岡芸術祭美術展の受賞者
は次のとおりです。 市長賞：藤村綺花さ
ん（日本画）、坂本等さん（洋画）、吉田一
夫さん（彫塑）、根本節子さん（工芸）、伊
藤祐子さん（書道）、古谷広太郎さん（写
真）、工藤幸 子さん（俳句）
【問】文化国
際室☎626-7524【広報ＩＤ】1019395

平成29年１月１日現在の地価公示価
格が国から発表されました。閲覧を希
望する人は、市役所別館８階の企画調
整課か玉山総合事務所２階の建設課、
都南分庁舎１階の市民ホール、各支所、
各図書館へどうぞ。
【問】企画調整課☎
613-8394【広報ＩＤ】1001719

●クマに注意
クマの活動が活発になる季節です。
近年は人里周辺への出没も増えていま
す。危険を防ぐため次のことに注意して
ください。 山に入るときは複数で行
動し、鈴やラジオなどで大きな音を出
す 子グマを見たときは、そっと立ち
去る 生ごみや廃棄農作物は適正に処
分し、屋外に置かない【問】農政課☎
613-8457【広報ＩＤ】1001651
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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】6月３日㈯11時～11時 半【対
象】幼児
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
◎絵本サロン
【日時】６月１日㈭～７日㈬、10時半～15
時※３日㈯・７日㈬は11時からお楽しみ
会【内容】絵本展示やクイズラリーなど
◎おひざにだっこの会
【日時】５月19日㈮・６月２日㈮、10時
半～11時【内容】読み聞かせや手遊び
など

経済産業省は６月１日を基準日とし
て、工業統計調査を行います。調査員
証を携帯した調査員が事業所を訪問す
るので、回答にご協力ください。
【対象】
製造業を営む全ての事業所【問】企画
調整課☎ 613-8397

●「アルバイトの労働条件を
確かめよう！」キャンペーン
岩手労働局は、学生が適正な労働条
件の下でアルバイトができるよう、雇用
主や学生に対し周知活動や出張相談など
を７月まで実施しています。詳しくは同局
☎ 604-3010 へお問い合わせください。

図

書

■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎えほんのへや
【日時】５月18日㈭15時半～16時【対
象】幼児～小学生
◎児童文学を読む会
【日時】５月24日㈬10時～12時【内容】
堀米薫 作「林業少年」
（新日本出版社）
◎かみしばいのへや
【日時】５月25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】５月27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
■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
かおる

表

募集する職種や受験資格など
職種
区分
人員
受験資格
一般事務職
20人程度 次のいずれかに該当する人
①昭和63年４月２日～平成８年４月１日生まれ
②平成８年４月２日以降に生まれ、平成30年３月まで
一般事務職
１人
に大学卒業見込み
（福祉職）
※福祉職は社会福祉主事の任用資格または社会福祉
士の資格を有する人
大学卒
次のいずれかに該当する人
土木技術職
数人
程度
①昭和58年４月２日～平成８年４月１日生まれ
１人
②平成８年４月２日以降に生まれ、平成30年３月まで
建築技術職
に大学卒業見込み
昭和58年４月２日以降に生まれ、農芸化学の課程を修
１人
化学技術職
めて卒業した人
（平成30年３月までに卒業見込みの人を含む）
保健師
１人
昭和63年４月２日以降生まれ
看護師
10人程度 昭和56年４月２日以降生まれ

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
内

５/21
㈰

外
小
歯
薬

内
５/28
㈰

●市の推計人口（４月１日現在）
【人口】29万5554人（男＝14万102人、
女＝15万5452人）
【対前月比】585人
減【世帯数】13万752世帯【問】企画調
整課☎613-8397

■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
【日時】５月24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】６月３日㈯10時半～11時40分
【内容】ミッキーマウス～プルートの悩
み～など４本【対象】幼児～小学生
■松園地区公民館（東松園二☎661-8111）
◎お楽しみ映画会・春
【日時】５月23日㈫16時～17時【内容】
「わたしおてつだいねこ」など４本【対
象】小学生【定員】50人

休日救急当番医・薬局

●工業統計調査にご協力を

●地価公示価格の閲覧

▲

【日時】５月20日㈯14時～15時半【場
所】もりおか啄木・賢治青春館（中ノ橋
通一）
【内容】盛岡の町並みをスケッチ

【日時】
６月11日㈰９時半～
【場所】盛岡体
育館（上田三）
【内容】
ソフトバレーボール
【対象】町内会の青年部など【定員】
16チ
ーム
【費用】
１チーム3000円【申し込み】
５月18日㈭９時から生涯学習課☎6399046で先着順に電話受け付け。
６月２日
㈮17時締め切り
【広報ＩＤ】
1007661

●中央公民館の改修工事などに
関する説明会

▲

●ギャラリートーク

●青年団体スポーツ交流大会

市は公園を舞台にした自由な事業プラ
ンを募集します。応募は個人、団体、事業
者などを問いません。
【申込期限】
６月30
日㈮消印有効。持参の場合は同日17時
締め切り。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】公園み
どり課☎639-9057【広報ＩＤ】1010482

▲

【日時】５月20日㈯～６月25日㈰、９時
～16時【場所】都南歴史民俗資料館（湯
沢１）
【内容】明治から昭和にかけての人
と馬の暮らしを紹介【費用】無料【問】
同館☎638-7228【広報ＩＤ】1019370

ス

●公園事業アイディアを募集

▲ ▲

催

モ

課☎639-9057【広報ＩＤ】1019003

▼

相

に残した故村井文治さんの思いと失わ
れた風景について解説【定員】先着70
人【費用】無料【問】同館☎604-8900
【広報ＩＤ】1018992

市職員を
募集します

市は、30年度採用の市職員を募集します。募
集する職種や人数、受験資格は表のとおりです。
【試験日】７月23日㈰※試験会場は受験票送付
時に通知
【受験案内】受験案内と申込用紙は５月17日㈬から、市役所本館４階の職員課
と同１階の窓口案内所、各支所などに備え付けます。郵便で請求するときは返信
先を記入し、120円切手（速達希望の場合は400円切手）を貼った返信用の角
２封筒を同封し、
「受験案内請求」と明記の上、６月15日㈭までに〠020-8530
（住所不要）市役所職員課へ送付してください
【申し込み】５月17日㈬～６月21日㈬、８時半～17時半、職員課で受け付け。郵
送は６月21日㈬消印有効
【問】職員課☎626-7505【広報ＩＤ】1012039

外
小
歯
薬

名称
大浦内科・歯科クリニック
原田内科脳神経機能クリニック
見前ファミリークリニック
吉田小児科
小鳥沢歯科クリニック
つばさ薬局
エメラルド薬局山岸店
ミルマエ調剤薬局
ぺんぎん薬局
小豆嶋胃腸科内科クリニック
おはようクリニック
秋浜内科クリニック
くわた脳神経外科クリニック
前多小児科クリニック
上田歯科医院
せんぼく調剤薬局
たくぼく薬局
本宮センター薬局
こまち薬局

も
どなたで
す！
ま
参加でき

所在地
津志田西二丁目13-３
山岸三丁目２-１山岸中央ビル１階
三本柳12-20-１
梨木町２-13
小鳥沢一丁目34-17
津志田西二丁目13-５
山岸三丁目２-１
三本柳12-21-４
梨木町２-14
仙北三丁目13-20
高松二丁目27-27
渋民字駅103
北飯岡一丁目２-68
盛岡駅前通９-10丸善ビル５階
上田四丁目20-３
仙北三丁目13-22
渋民字駅104
北飯岡一丁目２-71
盛岡駅前通９-10

電話番号
639-3315
662-7533
632-6300
652-1861
664-1600
632-2166
605-1051
614-0071
652-3345
636-1503
662-0840
683-2333
656-5636
601-7478
624-4150
635-0330
669-5800
656-5867
652-7581

※短大卒・高卒程度の区分の採用試験は９月17日㈰に実施する予定です

イベントに参加して

MORIO-Jポイントをためよう！

市の主催事業や地域で開催されるイベントなどに参加すると、盛岡市地域共
通ポイント（MORIO-Jポイント）が50ポイント付与されます。29年度の対象イ
ベントは表１・２のとおり。詳しくは市公式ホームページをご覧ください。
【問】
経済企画課☎613-8389【広報ＩＤ】1019461
モ

オ

ポイント対象の市主催イベント
開催日
イベント名（会場）
６/30㈮
青空ウオーキング教室（高松地区保健センター）
６/30㈮・９/29㈮ すてきなキッチン（市保健所）
７/６㈭・９/29㈮
ＭＹトレ+バランス食で体づくり教室（市保健所）
７/12㈬
ラジオ体操活用術（市保健所）
７/13㈭
ゆるフィット運動クラス（飯岡地区保健センター）
８/24㈭・９/13㈬ MORIガール＆ママの食育レッスン（市保健所）
★参加するには事前申し込みが必要です【問】健康増進課☎603-8305

まちづくり懇談会を開催

表２

ポイント対象の地域イベント
開催日
イベント名（場所）
５/20㈯・21㈰
紺屋町スタンプラリー（紺屋町）
５/21㈰・６/18㈰
７/16㈰・８/20㈰ 八幡ぽんぽこ市（八幡町）
10/15㈰
スーパー大ワゴン市（肴町）
６/17㈯・18㈰
河南地区コミュニティバス（河南地区）
７/15㈯
ゆかたのまち盛岡コンテスト（肴町）
７/29㈯
ゆかたのまち盛岡着付け教室（肴町）
８/１㈫～４㈮
もりおかマチナカ屋台村（内丸）
★イベント毎にポイント付与の条件が異なります

表

29年度の開催日程（日程が変更になることがあります）
地区
開催日時
会場
太田
５月25日㈭18時半～
太田地区活動センター（中太田深持）
山岸
５月31日㈬18時半～
山岸地区活動センター（山岸四）
乙部
７月10日㈪18時半～
乙部農業構造改善センター（乙部６）
中野
７月21日㈮18時半～
中野地区活動センター（東安庭字小森）
本宮
７月25日㈫18時～
本宮老人福祉センター（本宮四）
玉山薮川
７月28日㈮18時半～
玉山地区公民館（日戸字鷹高）
好摩
８月７日㈪18時半～
好摩体育館（好摩字野中）
加賀野
８月22日㈫15時半～
加賀野老人福祉センター（加賀野四）
城南
８月30日㈬18時～
山王老人福祉センター（山王町）
仙北
９月１日㈮18時半～
仙北地区活動センター（仙北二）
上米内
９月28日㈭18時半～
上米内老人福祉センター（桜台二）
飯岡
10月５日㈭18時～
飯岡農業構造改善センター（下飯岡８）
杜陵
10月13日㈮18時～
杜陵老人福祉センター（南大通一）
東厨川
10月17日㈫15時半～
厨川老人福祉センター（前九年三）
見前
10月20日㈮18時半～
見前地区公民館（津志田中央二）
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表１

まちづくり懇談会は、市長や市の担当部長らが出席し、地域の皆さんと
意見交換をする場です。地域課題について互いに共通認識を深めるため、
市と各地区の団体、市町内会連合会、玉山地域自治会連絡協議会が共催し
ています。本年度の開催日程は表のとおり。参加希望の人は当日、会場へ
どうぞ。【問】広聴広報課☎626-7517【広報ＩＤ】1019005

広

１ポイント
＝１円
として、加
盟店で
利用できま
す

運転免許証を自主返納
した人にも、
ポイントプレゼント！
青山支所で
も
ポイントがも
らえるよ
うになりまし
た！

広

定員
25人
30人
25人
25人
25人
25人

定員
200人
100人
200人
200人
100人
100人

平成28年８月１日以降に運転免許証を自
主返納した65歳以上の人にも、500ポイン
ト（カードがない人には、カードと200ポイ
ント）を付与しています。希望する人は運転
免許センターや警察署等で「運転経歴証明
書」の交付を受け、市役所本館６階くらしの
安全課か都南総合支所、玉山総合事務所、
青山支所に持参してください。
【問】くらしの
安全課☎603-8008【広報ＩＤ】1016161
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