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41年、河南地区の繁華街と公園を結ぶ橋として、中の橋と下の橋の間に建設され
た橋は何ですか。 ①下川目橋 ②つなぎ大橋 ③毘沙門橋 ④落合橋

情報インデックス
相

談

者【問】同館☎661-8111【広報ＩＤ】
1018842

●夜間納付相談

●いわてで働こう！ＵＩＪターン
応援面接会＠東京都

【日時・場所】６月６日㈫・８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

【日時】６月９日㈮13時～15時半【場
所】東京新卒応援ハローワーク（東京都
新宿区）
【対象】県内への就職を希望
する30年３月卒業予定の学生と既卒者、
一般求職者【問】岩手労働局職業対策
課☎604-3005

●リハビリ無料相談会

●映画上映会「姫神シネマ」

【日時】６月８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・内容】６月９日㈮、15時～16時
は「泥棒と殿様」、19時～21時は「サク
【場所】姫神ホール（渋民字鶴
ラサク」
塚）【費 用】無 料【問】渋 民 公民 館☎
683-2354

●成年後見相談
【日時】６月13日㈫・27日㈫、13時半～
16時【場所】成年後見センターもりおか
（菜園一）
【費用】無料【申し込み】同
センター☎626-6112で電話受け付け

●不動産無料相談会
【日時】６月14日㈬10 時～15時【場
所】全日本不動産協会県本部（八幡町）
【内容】不動産全般の相談【申し込み】
同本部☎625-5900で電話受け付け

●補聴器無料相談会
【日時・場所】６月21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

●あそびの広場
【日時】６月７日㈬10 時～12時【場所】
松園地区公民館（東松園二）
【内容】手
作りおもちゃ遊びや絵本の読み聞かせ
など【対象】０歳～就学前の子と保護

●市民体力テスト
【日時】６月10日㈯13時半～16時【場
所】盛岡体育館（上田三）
【内容】握力
など６種目で体力年齢を測定【対象】
20歳～79歳【費用】無料【申し込み】
スポーツ推進課☎603 -8013で6月６
日㈫まで 電 話受け付け【広報ＩＤ】
1019606

●動物公園に行こう
動物公園（新庄字下八木田）で次の
とおりイベントを開催。いずれも参加無
料ですが、入園料が必要です。
【問】同
公園☎654-8266▶花に集まる虫たち
の観察【日時】６月10日㈯・11日㈰、13
時 半～14 時 半【定 員 】3 0 組【申し込
み】各日13時25分から芝生広場で先着
順に受け付け▶作ってみようクワの実
ジャム【日時】６月18日㈰・25日㈰、13
時半～15時【定員】30人【申し込み】各
日13時20分から子ども動物園で先着
順に受け付け

●子ども科学館で遊ぼう
子ども科学館（本宮字蛇屋敷）で表
のとおりイベントを開催します。
【問】同
館☎634-1171

表

子ども科学館の各種イベント
イベント名
日時
内容（費用）
定員
ワークショップ
６月の毎週日曜、10時半 面白い動き方をする磁石のおも 各回
「ゆらゆらＵＦＯ」 ～12時と14時～15時半 ちゃを作る（各回150円）
30人
サイエンスショー
「くうき砲」

６月の毎週日曜、13時～ くうき砲を使用したショー
13時20分
（展示室入場料が必要）

なし

ナイトミュージアム
※①は17時半から
受付でチケットを
販売

７/１㈯
①18時～18時半
②19時～19時半
③19時半～21時

ワークショップ
「芳香剤」

７/２㈰、10時半～12時 オリジナルの芳香剤を作る
と14時～15時半
（各回100円）

各回
30人

ドライアイスを使ったショー
７/２㈰13時～13時20分
（展示室入場料が必要）

なし

サイエンスショー
「ドライアイス」

広
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① 星 音 ～ 子ども向け映 画 音 楽
①②各
（中学生以下200円、高校生以上
160人
500円）②今夜の星空みどころ
③なし
案内③星を見る会（②③無料）

●陸上自衛隊岩手駐屯地
創立60周年記念行事
【日時】６月11日㈰８時半～15時【場
所】陸上自衛隊岩手駐屯地（滝沢市）
【 内 容】式 典や訓 練の 公 開、戦 車の
搭乗体験、同駐屯地音楽隊の演奏など
【問】同駐屯地☎688-4311

●中央卸売市場開放デー
中央卸売市場（羽場10）で６月17日
㈯９時から11時まで、水産・青果など
を販売する市場開放デーを開催します。
▶料理教室【時間】10時～12時半【内
容】旬のカツオを使い健康に配慮した
料理を作る【定員】25人【費用】700円
【申し込み】はがきに住所と名前、年齢、
電話番号を記載し、〠020 -8567（住
所不要）盛岡市中央 卸売 市場 業 務課
へ郵送。ファクス614-1020でも受け付
け。６月９日㈮必着。応募多数の場合は
抽選【問】同市場☎614-1000【広報Ｉ
Ｄ】1017256

●盛岡手づくり村職人展
～藍と木と篭～
【日時】６月17日㈯・18日㈰、10時～
16時【場所】盛岡手づくり村（繫字尾入
野）
【内容】天然藍染め作品とインテリ
かご
ア作品などの販売、職人による篭 作り
や絞りの実演など【費用】無料【問】同
手づくり村☎689-2201

●月釜茶会
【日時】６月18日㈰９時半～15時【場
所】中央 公民館（愛宕町）
【内容】表
千家同門会と三彩 流 彩茗会による茶会
【費用】900円【問】同館☎654-5366
おもて

せん け どうもんかい

さ ん さ い りゅう さ い め い か い

●
「季節の歌と合唱をみんなで♪」
講座修了発表会
【日時】６月28日㈬14時～15時半【場
所】盛岡劇場（松尾町）
【内容】同講座
受講者の成果発表。６つの合唱団体も
賛助出演【費用】無料【問】河南公民館
☎622-2258

お知らせ
●おでって市民企画を募集
プラザおでって
（中ノ橋通一）
を会場と
した、街のにぎわいに貢献する斬新でユニ
ークな企画を募集。採択団体には会場使
用料減免などの助成を行います。
【募集期
間】
６月１日㈭～平成30年３月１日㈭。詳し
くは、
プラザおでって☎604-3300へお問
い合わせください
【広報ＩＤ】1019303

●６月は環境月間

●ごみの収集日程が変わります

６月の環境月間に合わせて地球温暖
化防止環境パネル展を開催。温暖化対
策の紹介や関連図書の展示などを行い
ます。
【日時・場所】６月１日㈭～15日
㈭は都南図書館（永井24）、16日㈮～
30日㈮は市立図書館（高松一）。いず
れも９時～18時※土・日曜は17時まで
【問】環境企画課☎626-3754【広報Ｉ
Ｄ】1019309

都南、玉山地域を除く盛岡地域のご
みの収集日程が、６月１日㈭から変わり
ます。各地区の収集日程は、５月１日号
か各世帯に配布したカレンダーをご覧く
ださい。
【問】資源循環推進課☎6263716【広報ＩＤ】1016238

●みちのくコカ・コーラ
ボトリングリンクの利用制限
みちのくコカ・コーラボトリングリンク
（本宮五）は、６月３日㈯・４日㈰・17日
㈯・19日㈪の終日、メインリンクが利用
できません。※メインリンク以外は利用
できます。
【問】同アイスリンク☎6015001

●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、６月３日㈯・４日㈰・11日㈰・
16日㈮～18日㈰・23日㈮～25日㈰の
終日利用できません。
【問】同プール☎
634-0450

●木造住宅の耐震診断と
耐震改修への補助
市は、木造住宅耐震診断を受ける費
用を補助します。また、耐震診断の結果、
倒壊の可能性があると診断された建物
を耐震改修する場合、工事費用の一部
を補助します。
【募集期間】６月15日㈭
～７月５日㈬【対象】昭和56年５月31日
以前に着工された在来軸組工法または
伝統的工法の一戸建ての木造住宅（耐
震改修については自身が保有し、居住
するものに限る）。申し込み方法など詳
しくは、建築指導課☎639-9054へど
うぞ▶耐震診断の補助【募集戸数】15
戸【補助額】2万7772円（自己負担額
3085円）
【広報ＩＤ】1001696▶耐震
改修の補助【募集戸数】３戸【補助額】
耐震改修に係る経費の２分の１（上限
61万７千円）
【広報ＩＤ】1001698

●高齢者世帯などへの寝具類
洗濯乾燥消毒サービスを実施
寝具類を事業者が預かり、洗濯などを
して配達します。
【対象】介護度３以上
や認知症があり排せつの失敗がある高
齢者、重度の障がいにより、寝具類の管
理が難しい高齢者のみの世帯など【定
員】30人【費用】無料【申し込み】担当
のケアマネージャーか 長 寿 社 会 課 ☎
603-8003へ、６月16日㈮までに電話ま
たは直接申し込み【広報ＩＤ】1006435

●ごみ出しサポート事業
市は、ごみを集積場所まで出すことが
困難な一人暮らしの高齢者や身体障が
い者などの世帯を対象に、その世帯の玄
関先でごみを収集します。※都南・玉山
地域を除く。費用は無料。申し込み方法
など詳しくは、資源循環推進課☎6263716へお問い合わせください。
【広報Ｉ
Ｄ】1001141

●家屋の全戸調査を実施
市は、固定資産税を適正に課税する
ため、家屋の全戸調査を行います。
【調
査期間】６月～10月下旬【調査方法】
身分証を携帯した調査員が、固定資産
税が課税されている家屋を外観から確
認【問】資産税課☎613-8403【広報Ｉ
Ｄ】1000524

●森林伐採・開発は手続きを
森林を伐採や開発するときは、事前
に届け出や許可申請の各種手続きが必
要です。【問】▶保安林での立木の伐
採や土地の形質の変更と保安林以外

29年度都市景観賞

の森林での１㌶を超える開発行為：盛
岡広域振興局森林保全課☎629-6615
▶保安林以外の森林での立木の伐採：
市役所林政課☎613-8451※玉山地域
は産業振興課☎683-3853【広報ＩＤ】
1008275

６月19日㈪～28日㈬

●テロの未然防止にご協力を

ラグビーワールドカップ2019日本大
会、東京2020オリンピック・パラリンピ
ック競技大会に向け、国際テロ対策を
強化中です。不審に思う人や車、荷物な
●総務省からのお知らせ
どを見かけたら110番通報するか、お近
くの警察署、交番まで。
【問】東警察署
６月１日㈭～10日㈯ は電 波 利用環
境保護周知啓発強化期間です。電波は、 ☎606-0110・西警察署☎645-0110
ルールを守って正しく使いましょう。電
波の混信・妨害については、総務省東
北総合通信局☎022-221-0641へお問
い合わせください。
■市立図書館（高松一☎661-4343）
●チャレンジいわてアビリンピック
◎えほんのへや
2017出場者を募集
【日時】６月１日㈭・15日㈭、15時半～
16時
７月９日㈰に開催されるチャレンジい
【対象】幼児～小学生
わてアビリンピック2017（第15回岩手
◎かみしばいのへや
県障がい者技能競技大会）の出場者を
【日時】６月８日㈭15時半～16時
募集します。申込方法など詳しくは、独
【対象】幼児～小学生
立行 政 法 人 高齢・障 害・求 職 者雇 用
支援機構県支部☎654-2081へどうぞ。 ◎おはなしころころ
【日時・対象】６月９日㈮、10時20分～
【申込期限】６月９日㈮
11時は１歳３カ月以上の幼児、11時10
●税務職員を募集
分～11時半は１歳２カ月以下の乳児
30年度採用予定の職員を募集します。 ◎おはなしのじかん
【日時・対象】６月10日㈯、11時～11時
詳しくは、仙台国税局☎022-263-1111
20分は４歳～小学１年生、11時半～12
へどうぞ。【第１次試験日】９月３日㈰
時は小学２年生以上
【受験資格】①高校卒業見込みまたは
■都南図書館（永井24☎637-3636）
高校卒業後３年を経過していない人②
◎エコを考える本棚と環境パネル展
人事院が①と同等の資格があると認め
【日時】６月１日㈭～15日㈭、９時～18
る人―のいずれかに該当【申込期間】
時※土・日曜は17時まで
◎おはなしのじかん
【日時】６月14日㈬11時～11時半
【広報ＩＤ】
【対象】幼児
1010213

図

魅力ある景観を募集
市は、美しい街並みや周囲の環境
に調和した魅力ある景観を募集しま
す。自薦、他薦を問いません。１人何
点でも応募できます。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。
【応募要件】完成後おおむね５年以
内の建築物や緑地、工作物（これら
を含む一団の地区を含む）で次のい
ずれかに該当するもの
○一般に公開または開放されている
○暫定的なものではない
○周辺の地域に調和している
○自然景観に調和している
○歴史的景観を継承している
○その他、都市景観の形成に寄与し
ている
○建築物と工作物については、敷地
内に緑地または広場などの空間を
配置している

広
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日

区分
内

外
小
６/４
歯
㈰

内
外
小
６/11 歯
㈰

▲北飯岡K邸

さん

き

き

つ

つ

き

▲三㐂亭・啄 木鳥界
隈

【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利用してください
月日
接骨院名
電話番号
６/４ 接骨院りゅう
（本宮一） 636-0066
６/11 ふくしま整骨院
（下飯岡11）639-7557
６/18 さとう整骨院
（月が丘一） 641-7586
６/25 小山田接骨院
（東松園二）663-2574

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。

薬

28年度

接骨院の日曜当番

休日救急当番医・薬局

■都市景観賞写真パネル展
【日時・場所】６月１日㈭～11日㈰、
９時～18時はマリオス（盛岡駅西通
二）。12日㈪～30日㈮、９時～19時は
プラザおでって（中ノ橋通一）。※12日
は13時から。30日は15時まで【費用】
無料【問】景観政策課☎601-5541

書

◎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】６月21日㈬15時半～16時
【対象】小学１年生～３年生
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
◎わくわくおはなし会
【日時】６月10日㈯11時～11時半
【対象】４歳～小学生
◎おひざにだっこの会
【日時】６月16日㈮10時半～11時
【内容】読み聞かせや手遊びなど
【対象】乳幼児
■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
【日時】６月14日㈬10時半～11時
【対象】幼児
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
◎ふたばおはなし会
【日時・対象】６月14日㈬、10時～10
時40分は１歳３カ月～３歳の幼児、10
時50分～11時10分は０歳～１歳３カ月
の乳幼児【内容】わらべ歌や絵本の読
み聞かせなど

薬

名称
川村内科医院
加賀野消化器内科・内科クリニック
池田外科・消化器内科医院
さいとう小児科クリニック
佐藤誠歯科医院
小人町薬局
天神町薬局
みつや薬局
よつば薬局
遠山病院
盛岡さくらクリニック
みやた整形外科医院
森田小児科医院
おとべ歯科クリニック
下ノ橋薬局
オアシス薬局
リリィ薬局盛岡北店
調剤薬局アスティこうの
緑が丘薬局

所在地
志家町４-４
天神町11-８
境田町５-18
月が丘二丁目２-60
西青山二丁目19-31
中ノ橋通一丁目８-19
天神町８-24
中屋敷町１-33
月が丘二丁目２-59
下ノ橋町６-14
みたけ四丁目36-32
上堂二丁目４-12
緑が丘四丁目１-60
乙部４-15-２
下ノ橋町７-31
みたけ四丁目36-33
上堂二丁目４-11
緑が丘四丁目１-50
緑が丘四丁目１-60

電話番号
651-6677
604-1123
648-3200
643-7171
645-3330
624-3360
681-2441
648-6060
643-2888
651-2111
645-3939
656-6350
662-3326
696-3001
604-0234
681-1034
681-0165
662-2877
662-3458

告
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