もりけんに挑戦（27年度３級問題）（正解は10ページに掲載）
上の橋近くの道路の中央にあり、盛岡市の保存樹木に指定されている木は何ですか。
①コウヤマキ ②ヒバ ③イチョウ ④モミ

情報インデックス

【日時】７月21日㈮・28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

催

し

次の公演のチケットを各会場や市内
プレイガイドで販売中です。 奥村愛プ
ロデュース「キッズのためのはじめての
音楽会」
【期日】９月18日㈪【場所・問】
キャラホール（永井24）☎637-6611
風間杜夫ひとり芝居「ピース」
【期日】９
あい

もり お

表１

▼

▼

●夏まつりさんさ踊り
上田公民館（上田四）で、三世代上田
子どもさんさの披露や子ども会・町内
会による屋台などを楽しめる夏祭りを
開催します。
【日時】７月21日㈮18時～
20時半※雨天時は同館内【問】同館☎
654-2333【広報ＩＤ】1019801

●科学談話会

●ホールで公演を楽しもう！

もりおか歴史文化館の各種イベント
イベント名
日時
７/21㈮～８/７㈪
歴文館七夕まつり
９時～19時
テ ー マ 展 「 ま ぼ ろ し ７/21㈮～10/16㈪
動物園」
９時～19時
９/24㈰
ギャラリートーク
13時半～14時
夏 休 み 特 別 展「 先 人 ７/22㈯～８/21㈪
ゆかり給食パネル展」 ９時～19時

広

盛岡りんごハイボールデビュー１周年
を記念し、スタンプラリーを開催。ハイ
ボール提供店２店舗でスタンプを集め
てご応募ください。抽選で盛岡りんごな
どをプレゼントします。
【開催期間】７
月21日㈮～９月20日㈬【問】農政課☎
626-7540【広報ＩＤ】1019992

告

８［広報もりおか 29.７.15］

【日時】７月21日㈮18時半～20時【場
所】市立図書館（高松一）
【内容】
「ミズ
アオイから見た日本の歴史」と題し、県
立大の平塚明教授が講演【費用】無料
【問】同館☎661-4343
あきら

●もりおか歴史文化館へ行こう
内容（費用）など
同館内の町家に短冊を吊るし、昭和の七夕まつ
りの雰囲気を楽しむ（展示室入場料が必要）
資料に描かれた妖怪や神獣などを紹介
（展示室入場料が必要）
テーマ展について学芸員が解説
（展示室入場料が必要）【定員】先着20人
盛岡の風土が育んだ先人たちゆかりの給食を
紹介（無料）

●原敬生家公開～ゆかたで生家
原敬生家を公開。浴衣姿で来館した
人に記念品をプレゼントします。
【日時】
７月22日㈯～８月20日㈰、９時～16時
【場所】原敬記念館（本宮四）
【費用】
入館料が必要【問】同館☎636-1192

●盛岡の先人調べ学習サポート
夏休みの自由研究に、盛岡の先人を
調べるお手 伝いをします。当日、会 場
へどうぞ。
【日時】７月26日㈬～28日㈮、
10時～12時・13時～16時【場所】先人
記念館（本宮字蛇屋敷）
【対象】小・中
学生【費用】入館料が必要【問】同館☎
659-3338【広報ＩＤ】1020025

●市戦没者追悼式
【日時】７月2 6日㈬11時～12 時【場
所】盛岡劇場（松尾町）
【内容】先の戦
争で亡くなった人に追悼の意を表し平
和を祈る【問】地域福祉課☎626-7509

●動物公園へ行こう
動物公園（新庄字下八木田）で次の
イベントを開催。いずれも入園料が必要
です。
【問】同園☎654-8266 昆虫採
集大会【日時】７月29日㈯・８月６日㈰、
11時半～13時【内容】点数が付いた昆
虫を制限時間内に採集し、得点を競う
【定員】各50人。芝生広場で開始30分
前から先着順に受け付け 園内の虫展
【日時】７月30日㈰～９月５日㈫、９時
半～16時半【内容】園内で見られるクワ
ガタムシやバッタなど約20種を展示

●宮沢賢治週間
【内容・日時】 賢治作品を題材にし
たアート作品展示：７月29日㈯～８月６
日㈰、９時～17時 賢治作品のシネマ
上映会：7月29日㈯10時～11時50分

【期間】７月29日㈯～８月６日㈰※７月
31日㈪除く【受付時間】10時～11時半と
13時～14時半【場所】遺跡の学び館（本
宮字荒屋）
【内容・費用】古代風ストラッ
プや土玉彩色など（各100円）の体験学
習。８月４日㈮・５日㈯限定で土偶ストラ
ップ（100円）※入館料別途【問】同館☎
635-6600【広報ＩＤ】1009440
ど だまさいしき

●外山節全国大会
【日時】７月3 0日㈰10 時～18 時【場
所】姫神ホール（渋民字鶴塚）
【費用】
無料。当日、会場へどうぞ【問】同大会
実行委員会☎683-2354

●平和図書展・原爆写真パネル展
【日時】８月２日㈬～15日㈫、９時～18
時※土・日曜、祝日は17時まで【場所】
都南図書館（永井24）
【内容】平和に関
連する図書の貸し出しと、原爆写真パ
ネルの展示【問】同館☎637-3636

●キャラホールピアノ開放ＤＡＹ
【日時】８月８日㈫～10日㈭、10時～
21時【場所】キャラホール（永井24）
【内容】２台のピアノをホールごと開放
【対象】鍵盤楽器経験者※中学生以下
は保護者同伴【費用】１時間当たり１人
1000円※同伴の保護者は１人まで無
料。連続利用は２時間まで【申し込み】
７月20日㈭10時から、キャラホール☎
637-6611で電話または直接受け付け

お知らせ
●協働推進事業を募集
次のいずれかに該当する事業を募集
します。①市と協 働で行う（テーマ自
由）②市が指定する施設を活用する③
指定するテーマに沿って市と協働で行う
【補助額】事業費の５分の４（上限50
万円）など【申し込み】８月18日㈮17時
必着。詳しくは、市公式ホームページで
ご確認ください【問】市民協働推進課
☎626-7535【広報ＩＤ】1019028

●盛岡・うるま友好の翼
市民参加者募集
沖縄県うるま市との友好都市締結５
周年を記念し訪問する、友好の翼「うる

ひ

が

象】幼児～小学２年生
◎おはなしのじかん
【日時・対象】７月22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
◎かみしばいのへや
【日時】７月27日㈭15時半～16時
●計画策定のための住民説明会
◎子どもの本とともに～市立図書館で
●空き店舗への新規出店者に補助
出会った本たち～
30～32年度を計画期間とする「盛岡
【日時】８月２日㈬～６日㈰、９時～17
市高齢者保健福祉計画・第７期介護保
市は、空き店舗に小売業または飲食
時※６日は16時まで【内容】
「児童文学
険事業計画」を策定するため、表２のと
サービス業で新規出店する人に補助を
●ＣＭの共同制作者を募集
を読む会」で紹介してきた本を展示
おり住民説明会を開催。時間はいずれ
行っています。詳しくは、市公式ホーム
◎ミニおはなし会
も19時～20時です。
【問】長寿社会課
ページをご覧ください。
【問】経済企画
盛岡の魅力あふれる15秒ＣＭを制作
【日時】８月５日㈯・６日㈰、11時～11時
☎613-8144【広報ＩＤ】1019911
課☎613-8389【広報ＩＤ】1020042
し、岩手朝日テレビ主催のふるさとＣＭ
半と14時～14時半【対象】幼児～小学生
大賞に出品する個人・団体を募集します。 表２ 住民説明会の日程
●カメムシ防除の際は注意を
期日
場所
■都南図書館（永井24☎637-3636）
【制作内容】企画書を基に選ばれた共
８/７㈪ 総合福祉センター（紺屋町）
◎おとぎのへや
同制作者が撮影・編集します。市は、撮
この時期、斑点米カメムシの防除に
８/８㈫ 中央公民館（愛宕町）
【日時】毎週土曜、14時半～15時【対
影場所のあっせんなどで支援し、報償
使う農薬に関連するとみられるミツバチ
８/９㈬ 松園地区公民館（東松園二）
８/10㈭ 西部公民館（南青山町）
象】幼児～小学生
金３万円を支払います。制作期限は10
の大量死が発生します。農薬散布に際
８/21㈪ みたけ老人福祉センター（みたけ三）
■渋民図書館（渋民字鶴塚☎683-2167）
月６日㈮【申し込み】７月31日㈪17時必
しては、水稲生産者とミツバチ飼養者ら
８/23㈬ 盛岡タカヤアリーナ（本宮五）
着。詳しくは、市公式ホームページでご
で十分話し合い、
被害の防止に努めて
◎真夏のえほんのへや
８/24㈭ 都南総合支所（津志田14）
確認ください【問】広聴広報課☎613ください。
【問】盛岡農業改良普及セン
【日時】８月５日㈯11時～11時半【対
８/25㈮ 玉山総合事務所（渋民字泉田）
８/29㈫ 上田公民館（上田四）
8369【広報ＩＤ】1020180
ター☎629-6726
象】小学３～４年生
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
●私たちの作品展参加団体募集 ●ダイビングプール一般開放
●市の推計人口（６月１日現在）
◎おひざにだっこの会
市民文化ホール（盛岡駅西通二）で10
普段は利用制限のあるダイビングプ
【人口】29万5733人（男＝14万196人、 【日時】７月21日㈮10時半～11時【対
象】０～４歳
月18日㈬から22日㈰まで開かれる「私
ールを開放します。
【日時】８月１日㈫～
女＝15万5537人）
【対前月比】73人減
◎ちょっぴりこわい夏のおはなし会
たちの作品展」への参加団体などを募
16日㈬※２日㈬・４日㈮・７日㈪・９日
【世帯数】13万1381世帯【問】企画調
【日時】７月29日㈯、11時～11時45分
集します。
【対象】市内で書道や絵画、手
㈬・11日㈮・15日㈫を除く、14時～16時
整課☎613-8397
【対象】４歳以上
芸、写真など創作活動を行っている団体
【場所】市立総合プール（本宮五）
【対
◎絵本サロン
か個人【費用】作品の種類により異なり
象】25㍍を完泳できる人※初回利用時、
【日時】８月１日㈫～６日㈰、10時半～
ます【申し込み】７月31日㈪まで、同展
安全講習の受講が必要【費用】入場料
15時【内容】絵本クイズラリーや読み聞
実行委員会事務局の新井田さん☎635が必要【問】同プール☎634-0450
かせなど※２日㈬・５日㈯、11時～11時
■市立図書館（高松一☎661-4343）
7362で受け付け【広報ＩＤ】1020015
●体育館の利用制限と休館日変更
半はおたのしみ会
◎児童文学を読む会
●盛岡舟っこ流しの担ぎ手募集
■上田公民館（上田四☎654-2333）
【日時】７月19日㈬10時～12時
盛岡体育館（上田三）のアリーナは、
◎なかよしおはなし会
【内容】
「十三番目の子」
工事のため、７月16日㈰～９月１日㈮の
明治橋上流の北上川河川敷で８月16
【日時】７月26日㈬10時半～11時【対
◎えほんのへや
終日利用できません。なお、７月17日㈪
日㈬に開催する舟っこ流しの担ぎ手を
象】幼児
【日時】７月20日㈭15時半～16時【対
は開館し、翌18日㈫は休館します。
【問】
募集。申し込み方法など詳しくは、盛岡
同館☎652-8855
舟っこ流し協賛会の佐藤会長☎070 5621-6210へお問い合わせください。
●障がい者雇用制度があります
【対象】高校生以上の泳げる人【費用】
内：内科、外：外科・整形外科、小：小児科、歯：歯科、薬：薬局
無料【広報ＩＤ】1020210
障がい者を積極的に雇用するため、市
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。
の非常勤職員を希望する人の名簿登録
●小選挙区が改定されました
日
区分
名称
所在地
電話番号
を実施。障害者手帳など障がいの種別と
田中循環器内科クリニック
永井22-29-６
632-1320
内
等級の分かる書類のコピーと履歴書を
公職選挙法の改正により、衆議院議員
本間内科医院
上田二丁目20-13
622-5970
〠020-8530（住所不要）市役所職員課
選挙で岩手県第２区だった玉山地域が第
外 菊池整形外科・形成外科クリニック
清水町５-22
606-5100
小 吉田小児科
梨木町２-13
652-1861
へ郵送または持参してください。
【問】職
１区に改定。市全域が岩手県第１区になり
７/23
歯 だいこく歯科医院
仙北三丁目11-４
635-8141
員課☎626-7505【広報ＩＤ】1012076
ました。
７月16日以降に公示される衆議院
㈰
すばる薬局永井店
永井22-３-128
614-0025
議員総選挙から、新しい区割りでの選挙
ワカバ薬局
材木町６-15
622-3067
●給付金の申請をお忘れなく
薬
が行われます。
【問】市選挙管理委員会事
清水町調剤薬局
清水町５-18
654-7253
ぺんぎん薬局
梨木町２-14
652-3345
務局☎626-7582【広報ＩＤ】
1019938
臨時福祉給付金（経済対策分）の申
吉田消化器科内科
東見前８-20-16
632-4600
内
請期限は８月31日㈭。対象者には申請
あべ内科・消化器科クリニック
長橋町17-45
605-5311
●コンプライアンス条例実施状況
書を送っていますので、未提出の人は早
外 緑が丘整形外科
緑が丘三丁目２-45
664-1555
小 村田小児科医院
紺屋町３-４
622-7132
めに提出してください。
【問】地域福祉課
市政における公正な職務の執行の確
７/30
歯 外川歯科医院
山岸一丁目２-46
653-6480
分室☎603-8024【広報ＩＤ】1018888
保に関する条 例（コンプライアンス条
㈰
あざみ薬局
東見前８-20-４
639-8706
例）の28年度の実施状況は、次のとお
ナガハシ薬局
長橋町17-40
648-8227
●し尿のくみ取り依頼はお早めに
薬
りです。 公益 通報：０件 不当要求
エメラルド薬局緑が丘店
緑が丘三丁目２-35
665-3360
こんや町薬局
紺屋町３-７
653-1521
行為：３件【概要】いずれも、来庁また
お盆前はし尿のくみ取り依頼が集中
ま

わ

り

に

い

▼

▼

きむたか

あ

し、希望する日時にくみ取りができない
場合があります。早めに業者へお申し
込みください。
【問】 盛岡地域：廃棄
物対策課☎626-3755 都南地域：紫
波、稗貫衛生処理組合☎672-2017
玉山 地 域：盛岡北部 行政事務 組合 ☎
0195-74-2716【広報ＩＤ】1001561
▼

▼

しまんちゅ

は電話で暴力的行為または威圧的言動
を繰り返し行ったもの、あるいはその両
方を繰り返し行ったもの 特定要求行
為として公正職務委員会へ報告があっ
たもの：３件【問】職員課☎626-7505
【広報ＩＤ】1020231
▼

あ かがわら

▼

▼

●夏休み！古代体験ひろば

はま

ま～い『浜 比 嘉じかん』満喫の旅」の参
加者を募集します。
【期間】10月21日㈯
～23日㈪【主な見どころ】 赤瓦・サン
ゴの石垣の古民家などで島人と交流
うるま祭り（５周年記念式典や「肝高の
阿 麻 和 利 」見学など）
【費用】１人12万
9000円～13万4000円【定員】40人（最
少催行人数25人）
【申込期限】９月30日
㈯【問】東武トップツアーズ㈱盛岡支店
☎651-8800【広報ＩＤ】1020041

図

だ

書

休日救急当番医・薬局

広

告

▼

●成年後見相談

●盛岡りんごハイボール
スタンプラリー

ひかる

読み聞かせ会：８月５日㈯10時～11時
詩の朗読：８月６日㈰14時～15時【場
所】見前南地区公民館（西見前13）
【費
用】無料。当日、会場へどうぞ【問】同
館☎601-6735【広報ＩＤ】1020045

▼

【日時・場所】７月19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

県内に就業場所がある企業との面接
会を開催します。
【日時】７月19日㈬13
時～16時半【場所】アピオ（滝沢市）
【費
用】無料【問】ふるさといわて定住財団
☎653-8976【広報ＩＤ】1019958

山田町出身の復興シンガーソングライ
ター・光さんがギターを弾き語り、被災地
の現状を語ります。
【日時】７月22日㈯・
８月５日㈯、13時～14時【場所】一ノ倉邸
（安倍館町）
【費用】無料【問】同実行委
員会の大庭さん☎090-8925-4784

▼

●補聴器無料相談会

●いわて就職面接会

●復興祈念ライブ in 一ノ倉邸

▼

【日時】
７月23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

【日時】７月15日㈯～10月15日㈰、10
時～18時※入場は17時半まで。９月２日
㈯・10月９日㈪は12時閉場【場所】もり
おか啄木･賢治青春館（中ノ橋通一）
【内
容】市在住の画家・橋場あやさんの作品
を展示【費用】無料【問】同館☎604 8900【広報ＩＤ】1019863 ギャラリー
トーク【日時】７月29日㈯14時～15時半
【講師】橋場あやさん【定員】先着70人

【日時】７月22日㈯～９月10日㈰、９
時～16時【場所】都南歴史民俗資料館
（湯沢１）
【内容】江戸時代から明治初
期の子どもたちが読み・書き・そろばん
を学んだ様子を紹介【費用】無料【問】
同館☎638-7228【広報ＩＤ】1020053

▼

▲

●休日納付相談

●橋場あや展
～子供の街へのパスポート～

●読んで、書いて、寺子屋で！

▼

▲

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】８月分は７日㈪・28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☎6267557で先着順に受け付け 無料法律
相談【日時】毎週水曜（８/16除く）、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

▼

●無料法律相談

もりおか歴史文化館（内丸）で表１のイ
ベントを行います。
【問】同館☎681-2100

▼

談

▼

相

月27日㈬【場所・問】盛岡劇場（松尾町）
☎622-2258 オペレッタ「こうもり」
【期日】10月31日㈫【場所・問】市民文
化ホール（盛岡駅西通二）☎621-5100

広
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［広報もりおか 29.７.15］９

