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【内容】八幡平市の安代漆工技術研
究センター研修生が修了時に集大成と
して制作した作品を展示【費用】無料
【問】同館☎681-2100 ▼ギャラリート
ーク【日時】７月16日㈰、10時半～11時
半と14時～15時【講師】同センターの
冨
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主任技師【定員】先着30人

●キャラホール合唱祭
【日時】７月９日㈰13時～16時【場所】
キャラホール（永井24）【出演】市内
と近郊で活動する18団体【費用】無料
【問】都南公民館☎637-6611

●ユートランド姫神 ビール祭り
　玉山の味を堪能できる屋台が出店す
るほか、ステージイベントも満載のビー
ル祭りです。【日時】７月14日㈮・15日
㈯、17時～21時【場所】ユートランド姫神
（下田字生出）※玉山地域内での送迎
バスあり【問】ユートランド姫神☎683-
3215【広報ＩＤ】1016177

●もりげき祭・演劇フェスティバル
【日時】７月15日㈯18時～20時半と16
日㈰14時～16時半、２回公演【場所】
盛岡劇場（松尾町）【内容】ミュージカ
ルシアトレほのかによる公演「頭痛肩こ
り樋
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」【費用】 ▼前売り：小学生
500円、中学生以上1000円 ▼当日：小
学生700円、中学生以上1500円【問】
同劇場☎622-2258

●企画展「医
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～岩手医科
　大学創立120周年～」
　岩手医大の歴史や創立者・三田俊
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などについて紹介します。【日時】７月
15日㈯～９月24日㈰、９時～17時※入館
は16時半まで【場所】先人記念館（本宮
字蛇屋敷）【費用】入館料が必要【問】
同館☎659-3338【広報ＩＤ】1019827

▼ギャラリートーク【日時】７月15日㈯
13時半～14時と８月19日㈯11時～11時
半、９月24日㈰10時半～11時、計３回

●盛岡弁で語る昔話
【日時】７月15日㈯14時～14時半【場所】
もりおか歴史文化館（内丸）【内容】ナレ
ーターの小野寺瑞
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さんが盛岡弁で昔
話などを語る【定員】先着50人【費用】入
場料が必要【問】同館☎681-2100

●月釜茶会
【日時】７月16日㈰９時半～15時【場所】
中央公民館（愛宕町）【内容】江
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による茶会【費
用】900円【問】同館☎654-5366

●もりげきライヴ
【日時】７月19日㈬19時～21時ごろ【場

報交換しませんか。【日時】７月31日㈪
10時～12時【場所】ふれあいランド岩
手（三本柳８）【対象】保育士資格を持
っていて、保育士として働いていない人
【費用】無料【申し込み】７月28日㈮
16時まで、保育士・保育所支援センタ
ー☎637-4544で電話受け付け

●こどもエンゲキ体験～夏組
　先人のエピソードを基にした演劇作
りを体験し、最終日には発表会を開き
ます。市文化振興事業団20周年を記念
した、盛岡劇場と先人記念館のコラボ
企画です。【日時】８月１日㈫～４日㈮
の13時～16時、５日㈯・６日㈰の10時
～16時、全６回【場所】盛岡劇場（松尾
町）・先人記念館（本宮字蛇屋敷）【対
象】小学３～６年生【定員】30人【費
用】3000円【申し込み】詳しくは、市公
式ホームページでご確認ください。７月
18日㈫21時半締め切り【問】同劇場☎
622-2258【広報ＩＤ】1019912

●区界高原子どもの丘林間学校
【期日】８月４日㈮～６日㈰の２泊３日
【場所】区界高原少年自然の家（宮古
市）【内容】野外ゲーム大会や登山など
【対象】小学３～６年生（兄姉と参加の
場合は２年生も可）【定員】50人【費用】
１人１万円【申込期限】７月15日㈯。詳
しくは、盛岡世代にかける橋のホームペ
ージでご確認ください【問】子ども青少
年課☎613-8354【広報ＩＤ】1019741

●もりおかお酒の学校・日本酒編
【日時】 ▼夏：８月４日㈮ ▼ 冬：11月10
日㈮、いずれも18時半～20時【場所】
もりおか町家物語館（鉈屋町）【内容】
日本酒の飲み比べと㈱あさ開の藤尾正
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参事・杜氏による講義【対象】20歳
以上【定員】夏15人、冬30人【費用】各
3500円【申し込み】７月４日㈫９時から、
同館☎654-2911で先着順に電話受け
付け【広報ＩＤ】1019817

●めぐるちゃん環境わくわくツアー
【日時】８月７日㈪９時～15時10分【場
所・内容】市内ごみ処理施設の見学や
リサイクル工作など。上ノ橋観光バス専
用駐車場からバスで移動【対象】小学
生と保護者【定員】15組30人【費用】
無料【申し込み】７月21日㈮16時まで、
資源循環推進課☎626-3733かファク
ス626-4153で受け付け。定員を超えた
場合は抽選【広報ＩＤ】1019796

●市障がい者スポーツ大会
【日時】８月26日㈯９時～13時【場所】
ふれあいランド岩手（三本柳８）ほか【内
容】フライングディスクやボウリングなど

【対象】障がいがある13歳以上【費用】
無料※ボウリングの貸靴代は実費【申し
込み】７月７日㈮17時まで、市役所本館５
階の障がい福祉課で直接受け付け【問】
同課☎613-8346【広報ＩＤ】1004137

●姫神ホールふれあいコンサート
【日時】８月27日㈰14時～15時半【場
所】姫神ホール（渋民字鶴塚）【出演】
航空自衛隊北部航空音楽隊【定員】
600人【費用】無料。ただし整理券が必
要。同ホールと市民文化ホール、盛岡劇
場、キャラホール、玉山総合事務所、玉
山地域の各地区公民館で７月14日㈮の
開館時間から配布。１人につき２枚まで
【問】姫神ホール☎683-3526

●啄木の里ふれあいマラソン大会
【日時】９月10日㈰８時半～※雨天決
行【場所】渋民運動公園（川崎字川崎）
【種目】ハーフと10㌔、５㌔、３㌔（家
族ペアの部あり）の４種別18部門【参
加資格】アマチュア競技者。家族ペア
は、５歳～小学生と保護者ペアか、中
学生以下のきょうだいペア、夫婦ペア
【費用】小・中学生1000円、高校生
1500円、一般3000円、家族ペア3500
円【申込期限】７月21日㈮。詳しくは、
市公式ホームページでご確認ください
【問】同大会実行委員会事務局☎683-
1636【広報ＩＤ】1007660

●プールの今季営業が開始

▼ 市立総合プール（本宮五）のサブプ
ール【営業期間】７月１日㈯～９月３日
㈰、10時～18時※第３火曜休館【費
用】中学生以下300円、高校生400円、
一般700円 ▼都南中央公園プール（永
井24）【営業期間】７月15日㈯～８月
20日㈰、10時～17時【費用】中学生以
下100円、高校生200円、一般300円
【問】市立総合プール☎634-0450

●施設の利用制限
　改修や大会などのため、施設の利用
が表１のとおり制限されます。

●指定管理者申請予定者説明会
　公募により30年度に指定管理者を指
定する表２の施設の説明会を７月下旬
に開催します。参加対象は、指定管理
者への申請を予定する団体など。詳しく
は、各担当課へお問い合わせください。

●盛岡花火の祭典前売り券発売
　８月11日㈮に都南大橋下流の北上川

河畔で開かれる「盛岡花火の祭典」の
入場券などを販売します。【販売期間】
７月３日㈪～８月６日㈰【販売場所】盛
岡商工会議所都南支所（永井23）と市
内プレイガイド【券種・費用】入場券は
中学生以上200円（当日400円）、イス
席券と指定席券は各1300円。当日各
1600円※イス席券は同支所でのみ販売
【問】同祭典実行委員会☎638-3399
【広報ＩＤ】1019910

●医療費受給者証の更新時期
　 ▼乳幼児 ▼重度心身障がい者 ▼ひと
り親家庭 ▼中度身体障がい者 ▼寡婦・
寡夫 ▼小学生―の医療費受給者で、
８月１日以降も引き続き対象になる人へ、
新しい受給者証を７月下旬に送ります。
【問】医療助成年金課☎626-7528

●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
Y
ヤ フ ー

ahoo!官公庁オークションで公売しま
す。【申込期間】７月６日㈭13時～24日
㈪23時【公売方法・期間】

▲

入札：７月
31日㈪13時～８月７日㈪13時

▲
せり売

り：７月31日㈪13時～８月２日㈬23時
【問】納税課☎613-8466【広報ＩＤ】
1010803

●住民票などがコンビニ交付に
　来年７月から、住民票や印鑑証明、所
得証明などをコンビニエンスストアで
受け取れるようになります。サービスの
利用にはマイナンバーカードが必要。カ
ードの発行には約２カ月間かかるので、
希望する人は早めに申請してください。
【問】市民登録課☎613-8307【広報Ｉ
Ｄ】1019900

所】盛岡劇場（松尾町）【出演】Ｊ・Ｃメ
モリアルバンド【費用】前売り1000円、
当日1200円。小学生以下無料【問】同
劇場☎622-2258

●カーリングで婚活大作戦！
　スポーツを通じた出会いのきっかけを
応援します。【期日】７月22日㈯【時間・
場所・内容】14時半～16時半はみちのく
コカ・コーラボトリングリンク（本宮五）
でカーリング交流会、18時半～は市内飲
食店で懇親会【対象】独身の20～45歳
【定員】男女各８人【費用】女性3500円、
男性4500円【申し込み】７月４日㈫９時
から、盛岡体育館☎652-8855で先着
順に電話受け付け【広報ＩＤ】1019872

●森と湖 in 綱取2017！
【日時】７月26日㈬９時半～15時【場所】
綱取ダム（浅岸）【内容】ダム湖巡航やダ
ム施設見学など【費用】無料【定員・申し
込み】巡航のみ70人。往復はがきで７月
14日㈮必着。詳しくは、市公式ホームペ
ージでご確認ください【問】同ダム管理事
務所☎654-4055【広報ＩＤ】1007364

●環境について考えよう！
　エコキャンドルづくり
【日時】７月26日㈬13時～15時【場所】
都南図書館（永井24）【対象】小学生
【定員】20人【費用】無料【申し込み】
７月４日㈫10時から、同館☎637-3636
で先着順に電話または直接受け付け

●岩手山市民登山
【日時】７月29日㈯５時～18時【場所・
内容】馬返し登山口発着点のコース。都
南分庁舎（５時集合）か内丸の県民会館
脇（５時20分集合）からバスで移動【対
象】体力に自信がある小学４年生～70
歳※中学生以下は保護者同伴【定員】
45人【費用】小・中学生4000円、高校
生以上5000円【申し込み】往復はがき
で７月14日㈮必着。詳しくは、市公式ホ
ームページでご確認ください【問】同課
☎603-8013【広報ＩＤ】1019939

●ゆかた着付教室・交流会
【期日】７月29日㈯【時間・場所・内
容】14時半～16時半はプラザおでって
（中ノ橋通一）で着付け教室※浴衣持
参、17時～19時はななっく（中ノ橋通
一）で交流会【定員】男女各15人【費
用】交流会のみ2000円【申し込み】７
月21日㈮必着。詳しくは、市公式ホーム
ページでご確認ください【問】経済企画
課☎613-8389【広報ＩＤ】1019709

●ほいくしカフェ
　保育士の再就職について、気軽に情

　♠は幼児～小学生が対象の催しです。
■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎えほんのへや（♠）
【日時】７月６日㈭15時半～16時
◎かみしばいのへや（♠）
【日時】７月13日㈭15時半～16時
◎おはなしのじかん
【日時・対象】７月８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
◎おはなしころころ
【日時・対象】７月14日㈮、10時20分
～11時は１歳３カ月以上、11時10分～
11時半は１歳２カ月以下
■都南図書館（永井24☎637-3636）
◎おはなしのじかん
【日時】７月12日㈬11時～11時半【対
象】幼児
◎おとぎのへや（♠）
【日時】毎週土曜、14時半～15時
■渋民図書館（渋民字鶴塚☎683-2167）
◎えほんのへや
【日時】７月19日㈬15時半～16時【対
象】小学１～３年生
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
◎おひざにだっこの会
【日時】７月７日㈮10時半～11時【対象】
乳幼児

◎わくわくおはなし会
【日時・対象】７月８日㈯、11時～12時
は４歳～小学生、13時～15時は中学生
以上
■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
【日時】７月12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】７月12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２カ月以下
◎おはなしのひろば（♠）
【日時】７月15日㈯10時半～11時10分
■松園地区公民館（東松園二☎661-8111）
◎おはなし★らんど
【日時】７月19日㈬10時～12時【対象】
未就学児

　もりけんに挑戦（27年度３級問題）�（正解は12ページに掲載）
　国の史跡にもなっている盛岡の西部にある古代公園のオリジナル・キャラクターは何ですか。
　①わたまろくん　②しわまろくん　③きみまろくん　④ひこまろくん

表２　指定管理者申請説明会の対象施設
対象施設・所在地 担当課

仁王地区活動センター
（三ツ割字下更ノ沢）

市民協働推進課
☎626-7500

生出児童館
（下田字仲平）

子育てあんしん
課☎613-8347

市新事業創出支援センター
（北飯岡一）

ものづくり推進
課☎626-7551

●夜間納付相談
　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
受け付けを行います。【日時・場所】７月
４日㈫・６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

●リハビリ無料相談会
【日時】７月６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

●アクアビクス体験会
【日時】７月４日㈫11時半～12時半と
８日㈯19時～20時【場所】市立総合プ
ール（本宮五）【対象】健康な18歳以上
【費用】入場料が必要※初めての人は
無料【問】同プール☎634-0450

●子ども向け映画会

■子どもシネマランド
【日時】７月８日㈯10時半～11時半【場
所】都南公民館（永井24）【内容】「し
あわせの王子」など３本【問】同館☎
637-6611【広報ＩＤ】1019821

■子ども映画会スペシャル
【日時】７月15日㈯10時～11時40分【場
所】姫神ホール（渋民字鶴塚）【内容】「プ
ーさんとはちみつ」など２本【問】渋民公
民館☎683-2354【広報ＩＤ】1007766

■夏休みのお楽しみ映画会
【日時】８月１日㈫14時～15時【場所】
松園地区公民館（東松園二）【内容】
「あずきおばけ」など３本【問】同館☎
661-8111【広報ＩＤ】1019769

●留学生とのガーデンパーティ
　～世界の屋台村～
　留学生によるお国自慢料理を味わい
ながら国際交流しませんか。民俗芸能
も披露されます。【日時】７月８日㈯12
時～15時【場所】岩手大（上田三）【内
容】【問】盛岡国際交流協会☎626-
7524【広報ＩＤ】1019831

●「漆」の魅力を展示
【日時】７月９日㈰～17日㈪、９時～19
時【場所】もりおか歴史文化館（内丸）

表１　利用制限のある施設と期間
施設・問い合わせ 利用制限期間

区界高原少年自然の家
（宮古市）
☎0193-77-2048

７/１㈯～来年
３月※日帰り野
外活動のみ可能

もりおか町家物語館の文
庫蔵と広場（鉈屋町）
☎654-2911

７/１㈯～７㈮

市立総合プール（本宮五）
☎634-0450

７/２㈰・15㈯
～18㈫・21㈮
～23㈰・30㈰

みちのくコカ・コーラボト
リングリンクのメインリン
ク（本宮五）☎601-5001

７/16㈰・28㈮・
29㈯

もりおか歴史文化館の２
階展示室（内丸）
☎681-2100

７/19㈬・20㈭

相　談

催　し

月日 接骨院名 電話番号
７/２ ひかり整骨院（高松二） 663-7515
７/９ 小笠原整骨院（好摩字上山）682-0106
７/16あきもと接骨院（北飯岡二）681-3186
７/23村上整骨院（青山一） 645-2313
７/30ひかり整骨院中ノ橋（中ノ橋通一）651-0480

【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

接骨院の日曜当番

図　書

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

７/９
㈰

内 盛岡友愛病院 永井12-10 638-2222
かなざわ内科クリニック 上堂一丁目18-24 647-3057

外 遠山病院 下ノ橋町６-14 651-2111
小 小林小児科クリニック 三本柳11-12-４ 638-0404
歯 内丸歯科クリニック 内丸17-30トーカンジェネラス内丸１階 656-0900

薬
かつら薬局 永井13-17-3 614-2061
なごみ薬局 上堂一丁目18-26 648-0753
下ノ橋薬局 下ノ橋町７-31 604-0234
ワカバ薬局都南店 三本柳11-12-１ 637-6011

７/16
㈰

内 あさくらクリニック 茶畑一丁目８-２ 621-3322
真山池田医院 本町通三丁目19-32 623-7151

外 さかもと整形外科 天神町11-３ 623-8555
小 臼井循環器呼吸器内科・小児科 松園二丁目２-10 662-9845
歯 高橋歯科医院 大通一丁目２-１ 651-0202

薬
ソレイユ調剤薬局 茶畑一丁目８-20 652-2822
アヤメ薬局 本町通三丁目19-31 654-1401
ヨシダ調剤薬局 天神町11-４ 625-8148
のぞみ薬局 松園二丁目３-３ 662-7733

７/17
㈪

内
中の橋斉藤クリニック 中ノ橋通一丁目４-20水晶堂ビル４階 601-2277
中島内科クリニック 月が丘二丁目８-30 646-1903
渋民中央病院 渋民字大前田53-２ 683-2336

外 鈴木整形外科 本宮字石仏20-１ 658-0202
小 よしだクリニック 西仙北一丁目30-50 635-8341
歯 関歯科口腔医療クリニック 中央通三丁目14-29 606-1236

薬
中ノ橋薬局 中ノ橋通一丁目７-15 624-2823
おやまだ薬局 みたけ三丁目23-44 646-6121
西仙北薬局 西仙北一丁目32-11 634-0001
ひばり薬局 西仙北一丁目30-51 635-9797

※７月２日の休日救急当番医・薬局は、６月15日号に掲載しました

お知らせ


