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にまつわる書簡を初公開します。【日
時】６月20日㈫～10月９日㈪、９時～
18時【場所】盛岡てがみ館（中ノ橋通
一）【費用】入館料が必要【問】同館☎
604-3302【広報ＩＤ】1019671

●もりげきライヴ
【日時】６月21日㈬19時～21時【場所】盛
岡劇場（松尾町）【出演】Ｄｒ．岡田とスタン
ダーズ【費用】前売り1000円、当日1200円。
小学生以下無料【問】同劇場☎622-2258

●シネマ上映会
【日時】６月24日㈯10時～11時半【場
所】見前南地区公民館（西見前13）【内
容】「『朝日ニュース映画』で見る昭和」
で、昭和30～32年頃の映像を鑑賞【定
員】先着30人【費用】無料【問】同館☎
601-6735【広報ＩＤ】1019702

●原敬を想う会「講演会」
【日時】６月24日㈯14時40分～16時10分
【場所】サンセール盛岡（志家町）【内容】
「原内閣の経済閣僚～髙橋是

これ

清
きよ

と山本
達
たつ

雄
お

～」と題して、京都大大学院の伊藤
孝
たか

夫
お

教授が講演【定員】先着100人【費
用】無料【問】原敬記念館☎636-1192

●ゆぴあす感謝祭
【日時】６月25日㈰10時～20時半【場
所】ゆぴあす（上田字小鳥沢）【内容】プー
ル入場券などが当たる大抽選会や子ども
縁日、七夕飾りなど【費用】入場料が必要
▶幼児体操教室【時間】11時～12時【定
員】３歳以上の未就学児と保護者30組
【申し込み】６月18日㈰からゆぴあす☎
662-1414で先着順に電話受け付け

●科学談話会
【日時】６月29日㈭18時半～20時【場所】
市立図書館（高松一）【内容】岩手医科大
の駒野宏

ひろ

人
と

教授が「からだの中にクスリを
つくる」と題して講演【費用】無料【問】同
館☎661-4343【広報ＩＤ】1019511

●河南演芸フェスティバル
【日時】７月２日㈰12時～16時頃【場
所】盛岡劇場（松尾町）【内容】河南地
区の町内会や同劇場利用団体による多
彩な演芸【費用】無料【問】同劇場☎
622-2258【広報ＩＤ】1007423

●中央公民館まつり
【日時】７月７日㈮～９日㈰、10時～16
時半※９日は15時半まで【場所】中央
公民館（愛宕町）【内容】同館で活動
する団体などによる作品や舞台の発表、
茶会など【問】同館☎654-5366【広報
ＩＤ】1019700

どで販売中【問】同劇場☎622-2258

●空き家改修費用に補助
　市は、盛岡市空き家等バンク制度に登
録された物件を購入し、20万円以上の
改修工事を行う場合、改修費用の２分の
１（上限20万円）を補助します。【対象】
①購入物件に５年以上住む予定がある
②盛岡市空き家等バンク利用希望登録
をしている―などに該当する人【申し
込み】都南分庁舎２階の都市計画課に
備え付けの申請書に必要事項を記入し
提出。詳しくは同課☎639-9051へお問
い合わせください【広報ＩＤ】1019574

●大平地区は土地の手続きを
　大平地区土地区画整理事業の組合認
可の取り消しにより、同地区の一部が市
街化調整区域に変更されました。これに
伴い、変更になった土地の所有者は９月
29日㈮までに既存権利届出書の提出が
必要になる場合があります。詳しくは都
市計画課☎639-9051へお問い合わせ
ください。【広報ＩＤ】1019589

●空き家対策推進協議会委員
　を募集
　市は、空き家等対策計画の策定など
に関し意見を述べる委員を１人募集しま
す。【応募資格】次の全てに該当する人①
市内に１年以上住んでいる②平成９年４
月１日以前生まれ③平日の日中に開く年１
回程度の会議に出席できる④市の他の
委員を務めていない【任期】７月下旬から
２年間【申し込み】市役所本館６階のくら
しの安全課や各支所などに備え付けの
応募用紙に必要事項を記入し、〠020-
8530（住所不要）市役所くらしの安全
課へ郵送または持参。７月14日㈮消印有
効。持参の場合17時締め切り【問】同課
☎603-8008【広報ＩＤ】1019600

●技能功労者表彰の候補者募集
　市は、市内の事業所で働く市民で優れ
た技能を有する人や後進の指導・教育に
寄与している人など、市の産業の発展に
功労のあった人を募集します。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【応募期限】９月20日㈬【問】経済
企画課☎613-8298【広報ＩＤ】1008121

●「盛岡の魅力フォト展」作品募集
　10月22日㈰から11月12日㈰まで、も
りおか歴史文化館（内丸）で開催する同
展の展示作品を募集。１人１作品まで。

館長賞と来館者投票賞に選ばれた作品
は、ポストカードとして作成しプレゼント
するほか、館内で販売します。【受付期
間】７月１日㈯～９月30日㈯【応募方法】
ポストカードサイズ（10㌢×14.8㌢）に現
像した写真を〠020-0023内丸１-50、も
りおか歴史文化館に郵送。詳しくは市公
式ホームページをご覧ください【問】同館
☎681-2100【広報ＩＤ】1019614

●老人の意見発表作品を募集
　11月14日㈫に市民文化ホール（盛
岡駅西通二）で開催する「老人の意見
発表大会」で発表する作品を募集しま
す。【対象】市内在住の60歳以上【募
集作品】2000字以内の自作未発表作
品で、テーマは次のいずれか①わたしの
生きがい・特技②わたしの夢・希望③
若者に伝えたいこと④高齢者の役割⑤
地域活動に参加して⑥これまでの体験
から学んだこと⑦自由主題※作品の著
作権は市に帰属。原稿は返却しません
【応募方法】作品に題名と住所、名前、
生年月日、職業、電話番号を記入し、〠
020-8530（住所不要）市役所長寿社
会課へ郵送または持参。９月12日㈫消
印有効。持参の場合、17時半締め切り
【問】もりおか老人大学事務局（同課
内）☎603-8003【広報ＩＤ】1006426

●原敬記念館への展示作品募集
　原敬記念館（本宮四）は、館内の展
示スペース「ギャラリー逸

いつ

山
ざん

」に展示す
る、同館にまつわる写真や絵画（Ａ４～
Ａ３サイズ）を募集します。個人・団体を
問いません。詳しくは同館☎636-1192
へどうぞ。【広報ＩＤ】1019611

●中学生による国際交流
　スピーチコンテスト参加者募集
　盛岡国際交流協会は、中学生の国際
交流に関する作文を募集します。審査
通過者はスピーチコンテストに出場し、
上位者はカナダのビクトリア市研修に参
加できます。作文のテーマなど詳しくは
同協会または市のホームページをご覧く
ださい。【募集期間】６月19日㈪～７月
７日㈮【問】同協会☎626-7524【広報
ＩＤ】1019797

●交通災害共済に加入を
　交通事故によるけがなどに備え、交
通災害共済に加入しませんか。【共済
期間】８月１日から１年間【掛け金】１人
400円【申し込み】▶９月29日㈮まで：
指定金融機関▶随時：市役所本館６階
のくらしの安全課、玉山総合事務所１階
の税務住民課、都南総合支所、各支所・
玉山地域の各出張所【問】くらしの安全

●もりおか啄木・賢治青春館
　コンサート
【日時】７月７日㈮18時半～20時【場
所】もりおか啄木・賢治青春館（中ノ橋
通一）【出演】宮古市出身で、現在スコ
ットランド王立音楽院でバイオリンを指
導する伊藤奏

かな

子
こ

さんほか【定員】120人
【費用】前売り3000円、当日3500円。
前売り券は同館などで販売中【問】同
館☎604-8900【広報ＩＤ】1019749

●パイプオルガン
　プロムナードコンサート
【日時】７月７日㈮19時～19時半【場
所】市民文化ホール（盛岡駅西通二）
【出演】オルガニストの石丸由

ゆ

佳
か

さん
【費用】無料【問】同ホール☎621-5100

●中央卸売市場開放デー
　水産物や青果の鮮度の見分け方や調
理方法などを、市場関係者と情報交換し
ながら買い物をしませんか。【日時】７月８
日㈯９時～11時【場所】中央卸売市場（羽
場10）▶料理教室【時間】10時～12時半
【内容】旬の食材を使った健康料理教室
【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
記入し、〠020-8567（住所不要）盛岡市
中央卸売市場業務課へ郵送。６月30日
㈮必着。定員を超えた場合は抽選【問】
同市場☎614-1000【広報ＩＤ】1017256

●おでって芸能館
【日時】７月８日㈯14時～15時半【場所】
プラザおでって（中ノ橋通一）【出演】民謡
の三上紀

のり

子
こ

さん、山上衛
まもる

さん、山本樹
いつき

さ
んと津軽三味線の佐藤竜

りゅう

雅
が

さんほか【費
用】前売り1500円、当日2000円。高校生
以下は500円引き。前売り券は同館２階
で販売中【問】盛岡観光コンベンション協
会☎604-3300【広報ＩＤ】1019598

●似顔絵プレゼント
　市内在住の画家・今泉裕

ゆ

紗
さ

さんが、あ
なたの似顔絵を描きます。【日時】７月９
日㈰10時～16時【場所】もりおか歴史
文化館（内丸）【定員】16人【費用】無料
【申し込み】６月22日㈭10時半から同館
☎681-2100で先着順に電話受け付け

●ミュージカル「ピノキオ
　または白雪姫の悲劇」
【日時】８月５日㈯、13時～と17時～【場
所】盛岡劇場（松尾町）【内容】宮本亜

あ

門
もん

演出・脚色によるファミリーミュージ
カル【費用】高校生以下1500円、大人
3000円、ペア（大人と子ども）4000円。
前売り券は同劇場や市内プレイガイドな

もりけんに挑戦（27年度３級問題）�（正解は10ページに掲載）
国の伝統的工芸品として第一号指定を受けた盛岡の名産品はどれですか。
①桐下駄　②紫根染　③盛岡竿　④南部鉄器

課☎603-8008【広報ＩＤ】1001119

●北方領土に関する標語等募集
　北方領土問題対策協会は、北方領土
返還に関する啓発活動のための標語・キ
ャッチフレーズを９月30日㈯まで募集して
います。応募方法など詳しくは同協会☎
03-5312-1011へお問い合わせください。

●アメリカシロヒトリの駆除
　アメリカシロヒトリを駆除するため、市
は表２の場所に薬剤や器具を配置して
います。樹木に発生した際に利用してく
ださい。費用は無料。アメリカシロヒトリ
の駆除には早期発見が大切。例年６月
と８月ごろに発生するので、樹木を点検
して地域で緑を守りましょう。また、市道
や公園の樹木に発生する害虫は、市が
駆除します。作業の際は周辺地域に事
前にお知らせします。【問】公園みどり
課☎639-9057【広報ＩＤ】1010577

●市の推計人口（５月１日現在）
【人口】29万5806人（男＝14万216人、
女＝15万5590人）【対前月比】252人
増【世帯数】13万1324世帯【問】企画
調整課☎613-8397

■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎かみしばいのへや
【日時】６月22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】６月24日㈯、11時～11
時20分は４歳～小学１年生、11時半～

●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】７月分は10日㈪・24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（24日分は
18日㈫）、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
☎623-5005で先着順に電話受け付け

●休日納付相談
【日時】６月25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

●もりおか産直スタンプラリー
　市産地直売所連合会に加盟する表１
の店舗で、300円以上の買い物か食事で
もらえるスタンプを３店舗分（同一店は
不可）集めると、対象店舗で使える商品
券が抽選で当たります。【期間】６月17日
㈯～７月30日㈰【問】同連合会（農政課
内）☎626-7540【広報ＩＤ】1019698
表１　産直スタンプラリー開催店舗

名称（所在地） 電話番号
花山野（手代森24） 696-3420
サン・フレッシュ都南店
（下飯岡21） 637-6801
てんぐの里106（川目６） 654-2201
あすなろや羽場店
（羽場16） 638-3055
あいさい舘（上鹿妻山崎） 659-0022
ふれあい純情市場「さっこら」
（仙北二） 636-3688

●なるほどジェンダーパネル展
　家庭や社会での男女共同参画につい
て考えてみませんか。【期間】６月19日
㈪～29日㈭、８時半～17時半【場所】
市役所本館１階エレベーターホール（内
丸）【問】男女共同参画推進室☎626-
7525【広報ＩＤ】1016163

●企画展「舟越保武の手紙」
　岩手を代表する彫刻家・舟越保

やす

武
たけ

の晩年の作品「青年」や「吉田茂
しげる

像」

12時は小学２年生以上
◎児童文学を読む会
【日時】６月28日㈬10時～12時【内容】
「ジョン万次郎」（集英社）
◎えほんのへや
【日時】６月29日㈭15時半～16時【対
象】幼児～小学生
◎夏のちいさなおはなし会
【日時】７月１日㈯10時～11時40分
【内容】読み聞かせと本の紹介など
■都南図書館（永井24☎637-3636）
※６月21日㈬～29日㈭は蔵書点検の
ため貸し出しや返却（ブックポストを除
く）、２階閲覧室は利用できません。１階
新聞コーナーや学習室などは、26日㈪
を除き9時から17時まで利用できます。

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

６/18
㈰

内
大通胃腸科内科 大通一丁目３-４ 652-1825
わたなべ内科・神経内科クリニック 高松三丁目９-８ 605-1117
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201

外 むろおか骨粗鬆症・整形外科クリニック 菜園一丁目11-１エスビル菜園４階 613-2760
小 みうら小児科 中野一丁目16-10 622-9591
歯 みちえ・やなぎさわ歯科 本宮字石仏22-16 659-1500

薬
リリィ薬局高松店 高松三丁目９-10 681-3117
しぶたみ薬局 下田字陣場42-16 656-7015
ユニオン薬局 紺屋町１-36 625-3187
なかのユニオン薬局 中野一丁目21-１ 652-6587

６/25
㈰

内 栃内内科医院 神明町10-35 624-5277
盛岡駅前おおば脳神経内科クリニック 盛岡駅前通13-８ 626-4141

外 吉野整形外科麻酔科医院 上太田金財93-２ 658-1130
小 菅野小児科医院 山岸二丁目11-36 622-4448
歯 瀬川歯科医院 志家町９-12 622-3508

薬

あすなろ薬局 中ノ橋通一丁目14-９ 623-8880
ひまわり薬局 盛岡駅前通14-21 654-6019
ドラッグコスモス 上太田金財92-１ 656-2255
アップル薬局山岸 山岸二丁目９-24 623-6633
工藤薬局 山岸二丁目12-15 623-4790

７/２
㈰

内
盛岡南病院 津志田13-18-４ 638-2020
盛岡つなぎ温泉病院 繋字尾入野64-９ 689-2101
秋浜内科クリニック 渋民字駅103 683-2333

外 とちない脳神経外科クリニック 津志田中央三丁目17-10 637-7000
小 もりおかこども病院 上田字松屋敷11-14 662-5656
歯 攝待歯科医院 東松園三丁目28-1 663-0110

薬
そうごう薬局つなぎ店 繋字尾入野64-９ 691-7251
たくぼく薬局 渋民字駅104 669-5800
調剤薬局ツルハドラッグ津志田店 津志田中央二丁目17-33 637-9100
こなん薬局 上田字松屋敷23-3 664-1115

◎おとぎのへや
【日時】毎週土曜（６月24日は除く）、
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】７月１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】６月28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】７月１日㈯10時半～11時40分
【内容】「ともだちほしいなおおかみく
ん」など４本【対象】幼児～小学生

■公開請求：請求に応じて文書などを公開。
請求書は市役所本館６階の情報公開室に
備え付けるほか、市公式ホームページからも
ダウンロードできます【広報ＩＤ】1015583
■文書目録の公開：市が作成した文書の
目次を市公式ホームページに掲載【広報Ｉ
Ｄ】1000012
■審議会の公開：市政について意見を聞

市の情報公開について
　市は、公正で透明な市政を推進し、市民の皆さんに理解してもらうため、市が作
成・取得した文書などの情報を公開しています。【問】総務課☎626-7513

く各種審議会を公開で開催。会議録も閲
覧できます
■交際費等の公開：市長などの交際費や
市の食糧費の内容を市公式ホームページ
に掲載【広報ＩＤ】1008890、1011799
■個人情報の開示：個人情報保護条例に
基づき、市が保持する個人情報を本人の
請求により開示【広報ＩＤ】1011825　

表２　薬剤や器具の配置場所
配置場所 電話番号

松園地区活動センター 661-8231
緑が丘老人福祉センター 661-8236
上田公民館 654-2333
青山地区活動センター 646-1593
厨川老人福祉センター 647-1982
上堂老人福祉センター 643-0330
西厨川老人福祉センター 647-2446
桜城老人福祉センター 653-6211
山岸地区活動センター 663-2505
仁王老人福祉センター 654-6187
山王老人福祉センター 654-6269
杜陵老人福祉センター 654-9155
大慈寺老人福祉センター 623-0218
加賀野老人福祉センター 623-0407
仙北地区活動センター 635-9356
本宮老人福祉センター 635-4595
中野地区活動センター 652-3288
みたけ地区活動センター 641-7817
太田地区活動センター 658-1330
土淵地区活動センター 645-1630
上米内老人福祉センター 667-1271
都南分庁舎　公園みどり課 639-9057
玉山総合事務所　税務住民課 683-3874
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