もりけんに挑戦（27年度３級問題）（正解は10ページに掲載）
盛岡弁で「キミ」とは何のことですか？
①スイカ ②トウモロコシ ③エダマメ ④ナス

●成年後見相談
【日時】８月７日㈪・21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

●空き家・空き地無料相談会
【日時】
８月21日㈪10時～17時
【場所】
プラ
ザおでって
（中ノ橋通一）
【受け付け内容】
空き家の処分方法など【定員】
24人【申し
込み】
くらしの安全課☎603-8008で８月
３日㈭８時半から先着順に電話受け付け

●リハビリ無料相談会

盛岡市・矢巾町・紫波町にまたがる
「みち
表１

●ふれあい広場

●動物公園へ行こう

【日時】
８月～９月の毎週木曜、11時～13
時【場所】市役所本館１階ホール（内丸）
【内容】障がい者施設による食品などの
販売【問】障がい福祉課☎613-8346

動物公園（新庄字下八木田）で次のイ
ベントを開催。参加は無料ですが、いず
れも入園料が必要です。
【問】動物公園
☎654-8266 野遊びフェスティバル
【日時】８月13日㈰13時～15時【内容】
植物を使った工作など 動物たちに夏
の冷たいおやつプレゼント【日時】８月
14日㈪・15日㈫、11時～13時

●「こびるカフェ」～ふくろうや
動物たちと触れあおう～
【日時】８月５日㈯11時～16時【場所】
見前南地区公民館（西見前13）
【費用】
無料【問】同館☎601-6735

●もりおか歴史文化館へ行こう
もりおか歴史文化館（内丸）で表１
のとおりイベントを開催。なお、８月15

もりおか歴史文化館の各種イベント
イベント名
内容（費用）など
企画展「ANIMALｓ× 盛岡の歴史の中に登場する動物
morioka～資料のなか について美術工芸品などを通し
の動物たち～」
て紹介（展示室入場料が必要）
同展について学芸員が解説
ギャラリートーク
（展示室入場料が必要）
参加型アートプロジ 動物の塗り絵を自由に塗り、個
ェ ク ト 「 塗 り 絵 で 性あふれる動物でいっぱいの森
ANIMALｓ」
を作る（無料）

告
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●盛岡広域・盛岡手づくり村
夏まつり2017
【日時】８月13日㈰～15日㈫、９時～
16時【場所】盛岡手づくり村（繫字尾入
野）
【内容】盛岡広域から出店する屋台
表２

日時など

定員

10/９㈪まで
９時～19時

なし

８/13㈰・10/１㈰
13時半～14時

各回
20人

10/９㈪まで
９時～19時

なし

８/6㈰～13㈰、10時半
盛岡の歴史・文化を中心にした
～12時と13時～15時
各回
夏休み自由研究相談室 自由研究の相談（無料）
【申し込み】希望日の前日 10人
【対象】小学生
までに同館へ電話申し込み
画家の今泉裕紗さんが似顔絵を ８/29㈫10時～16時半
似顔絵プレゼント
描いてプレゼント
【申し込み】８/９㈬11時 16人
（無料）
から同館で電話受け付け

広

原敬記念館で次のイベントを開催。
費用は無料。当日会場へどうぞ。
【問】
同館☎636-1192 手作り紙芝居によ
るお話会「もりおかの伝説」
【日時】８
月12日㈯、11時10分～40分と15時半
～16時 生家で寺子屋（自由研究サポ
ート編）
【日時】８月12日㈯13時半～15
時半【内容】原敬の生き方や業績など
をテーマとした夏休みの自由研究をサ
ポート【対象】小・中学生※小学１・２年
生は保護者同伴

全国21校の高校生歌人が短歌を詠
み競い合います。
【日時・内容】①開会
式など：８月18日㈮15時～15時半②個
人・団体戦：19日㈯10時～17時③個人・
団体 戦 決 勝：20日㈰10時～15時【場
所】①姫神ホール（渋民字鶴塚）②・③
盛岡劇場（松尾町）
【費用】無料【問】
観光交流課内、同大会実行委員会事務
局☎613-8391【広報ＩＤ】1019426

お知らせ

【日時】８月19日㈯14時～15時【場所】
盛岡てがみ館（中ノ橋通一）
【内容】朗
読家のＭａｊｕさんが舟越保武の手紙
などを朗読【費用】入館料が必要【問】
同館☎604-3302
ユ

●ひきこもりに関する公開講座

兜明神登山などを行います。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。
【日時】９月２日㈯９
時～14時【場所】区界高原少年自然の
家（宮古市）
【対象】小・中学生と保護
者【定員】約30人【費用】1100円【申
込期限】８月18日㈮【問】同自然の家☎
0193-77-2048【広報ＩＤ】1000876

●子ども科学館で遊ぼう
子ども科学館（本宮字蛇屋敷）で表
２のとおりイベントを開催します。
【問】
同館634-1171

子ども科学館の各種イベント
イベント名
内容（費用）
万華鏡の仕組みを学びながら液
ワークショップ
体万華鏡を作る（300円）
「液体万華鏡」
※各日９時から先着順に整理券
を１人１枚配布
映画音楽を聞きながら星空を楽
星音～子ども向け映
しむ（４歳～中学生200円、高
画音楽 その１～
校生以上500円）
サイエンスショー ドライアイスを使った実験ショー
「ドライアイス」 （展示室入場料が必要）
高木先生の実験工作 岩手大の高木浩一教授との楽し
教室
い実験と工作（①各100円②各
①空き箱分光器
200円③各500円）
②振動おもちゃ
※各日９時から先着順に整理券
③ソーラーランタン を１人１枚配布
表紙を開け閉めするとイラストが動
うごくカード
いて見えるカードを作る（150円）

日時
定員
８/６㈰・19㈯・20㈰
10時半～と11時半～、 各回
14時半～、15時半～
20人
※各30分間
各日
８/６㈰～20㈰の土・日曜
160
と祝日、16時半～17時
人
８月の毎週日曜と11㈮・
なし
12㈯、13時～13時15分
①８/11㈮②８/12㈯③８
/13㈰、９時15分～と11 各回
時15分～、14時15分～ 20人
※各１時間
８/27㈰・９/３㈰、10時 各回
半～12時と14時～15時半 30人

▼

▼

書

接骨院の日曜当番

【日時】８月23日㈬13時半～15時【場
所】市保健所（神明町）
【内容】ひきこも
りと家族の対応についての講演【対象】
ひきこもりの家族がいる市民【定員】80
人【費用】無料【申し込み】８月４日㈮
９時から保健予防課☎603-8309で先
着順に受け付け

●区界土遊塾

図

●点字ディスプレーの給付

（♥）は幼児～小学生対象の催しです
視覚障がい１級・２級の身体障害者
■市立図書館（高松一☎661-4343）
手帳を持っている人などを対象に、点
●市総合計画審議会委員を募集
◎えほんのへや（♥）
字ディスプレーを給付します。申請方法
など 詳しくは、障がい福祉課☎ 613- 【日時】
総合計画に即した市政の運営に意見
８月３日～17日、木曜、
15時半～16時
8346 へお問い合わせください。
【 申請
を述べる委員を２人募集。応募資格や
◎おはなしのじかん
期 限】８月 31 日㈭ 17 時【給 付 台 数】 【日時・対象】８月12日㈯、11時～11時
応募方法など詳しくは、市公式ホーム
10 台※応募多数の場合は抽選
ページをご覧ください。
【任期】10月１
20分は４歳～小学１年生、11時半～12
日㈰から２年間【応募期限】８月31日㈭
時は小学２年生以上
●特別弔慰金の請求をお忘れなく
【問】企画調整課☎613-8394【広報Ｉ
■都南図書館（永井24☎637-3636）
Ｄ】1020211
◎真夏のこわいおはなし会
戦没者などの遺族に支給している特
【日時】８月10日㈭14時～15時
別弔慰金の請求期限は平成30年４月２
●追悼サイレン
【対象】５歳～小学生
日㈪です。対象者や請求方法など詳し
◎おとぎのへや（♥）
くは地域福祉課☎626-7509へお問い
戦没者の冥福を祈り、市役所屋上と
【受付時間】９時～17時
【日時】毎週土曜、14時半～15時
合わせください。
【支給内容】額面25万
玉山地域の防災無線で追悼サイレンを
※当番院が変更になることがあるので、事
■渋民図書館（渋民字鶴塚☎683-2167）
円、５年償還の記名国債
鳴らします。 広島の原爆投下：８月６
前に電話で確認してから利用してください
日㈰８時15分 長崎の原爆投下：８月
◎えほんのへや
●各種手当の更新時期です
月日
接骨院名
電話番号
９日㈬11時２分 終戦記念日：８月15
【日時】８月16日㈬15時半～16時
８/６ みかわ整骨院
（西仙北一） 681-2577
【対象】小学１年～３年生
日㈫12時【問】総務課☎626-7513
次の手当を受けている人は、更新手
８/13 接骨院りゅう（本宮一） 636-0066
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
８/20 ふくしま整骨院
（下飯岡11）639-7557
８/27 さとう整骨院（月が丘一） 641-7586
◎おひざにだっこの会
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】９月17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８月１日㈫から、市役所本館４階
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。
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
区
日
名称
所在地
電話番号
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
分
船山内科クリニック
下ノ橋町４-15
606-0812
の上、
８月15日㈫までに〠020-8530（住所不要）市役所職員課へ送
内
児島内科小児科医院
みたけ三丁目11-36
641-3310
付してください
621-1234
外 たぐち脳神経外科クリニック 本町通一丁目４-19
【申し込み】８月１日㈫～８月21日㈪、８時半～17時半、職員課で受
小
西島こどもクリニック
上田一丁目19-11
651-1369
８/６
け付け。郵送は８月21日㈪消印有効
歯 まさデンタルクリニック
永井12-117-１
637-8881
㈰
せせらぎ薬局
下ノ橋町６-８
603-5505
【問】職員課☎626-7505【広報ＩＤ】1012039

●てがみシアター

マ

▼

くら の すけ

▲

●みちのく湯遊街道スタンプラリー

●原敬記念館へ行こう

▲

【会期】９月10日㈰まで、10時～17時
【場所】市民文化ホール展示ホール（盛
岡駅西通二）
【内容】当時の色調と質感
を最新技術で再創造した「リ・クリエイ
ト」作品67点を原寸大で展示【費用】
小学生～高校生500円、大学生・一般
1000円【問】同ホール☎621-5100

【日時】８月11日㈮～15日㈫、10時～
16時【場所】志波城古代公園（上鹿妻
五兵衛新田）
【内容】投げつぼや貝合わ
せなど古代の遊びや、火おこし体験など
【費用】無料【問】同公園☎658-1710
【広報ＩＤ】1009490

▲

●フェルメールとレンブラント
オランダの２大巨匠展

●古代の遊びでたのしもう！

みちのくコカ・コーラボトリングリン
ク（本宮五）：８月14日㈪～16日㈬と27
日㈰は、大会のためメインリンクは終日
利用できません。
【問】同リンク☎6015001 市立総合プール（本宮五）：８
月15日㈫ は設 備メンテナンスのため
終日利用できません【問】同プール☎
634-0450

【日時】８月４日㈮10時半～11時
【対象】０～４歳
■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
【日時】８月９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】８月５日㈯10時半～11時40分
【内容】
「ランボーのうそ」など４本
◎ふたばおはなし会
【日時・対象】８月９日㈬、10時～10時
40分は１歳３カ月～３歳、10時50分～
11時10分は０歳～１歳３カ月未満
◎おはなしのひろば
（♥）
【日時】８月19日㈯10時半～11時10分
■松園地区公民館（東松園二☎661-8111）
◎あそびの広場
【日時】
８月18日㈮10時～12時【内容】フ
ルートやギター演奏を聞きながらのおも
ちゃ遊びなど【対象】０歳～就学前の子

▲

し

【日時】８月11日㈮10時～15時【場所】
都南つどいの森（湯沢１）
【内容】自然
散策やスタンプラリーなど【問】同施設
☎637-0876【広報ＩＤ】1020043

【日時】11月８日㈬18時半～21時半【場
所】市民文化ホール大ホール（盛岡駅西
通二）
【内容】俳優の佐々木蔵之介さん
主演の舞台【費用】全席指定。１・２階
7500円、３階席5000円。８月24日㈭10
時から同ホールや市内プレイガイドで発
売【問】同ホール☎621-5100

続きが必要です。送付した案内に記載
のとおり手続きしてください。詳しくは、
市公式ホームページをご覧ください。
児童扶養手当【問】子ども青少年課☎
613-8354【広報ＩＤ】1002494 特
別児 童 扶 養 手当 障 害児福 祉手当・
特別障害者手当【問】障がい福祉課☎
613-8346【広報ＩＤ】1004104

市職員
を募集

催

■原爆写真パネル展【期間】
８月２日㈬
～15日㈫【時間・場所】
９時～16時半は中
央公民館（愛宕町）、
９時～18時（土・日曜、
祝日は17時まで）
は都南図書館（永井24）
と姫神ホール（渋民字鶴塚）
【費用】無料
【問】総務課☎626-7513
原爆による無縁死没者遺骨名簿の
公開【日時・場所】８月２日㈬～15日㈫、
９時～16時半は中央公民館、21日㈪以
降は市役所本館５階の地域福祉課【内
容】広島の原爆供養塔と長崎の原爆追
悼祈念堂に遺骨が安置され、親族が不
明な人の名簿を公開【問】地域福祉課
☎626-7509
■県原爆死没者追悼式典・原爆パネル
展【日時・内容】①原爆写真・パネル展：
８月５日㈯・６日㈰、９時～20時※６日は
17時まで②追悼式典：８月６日㈰13時
～14時半【場所】上田公民館（上田四）
【費用】無料【問】県原爆被害者団体協
議会の下村事務局長☎090-3367-7019

●全国高校生短歌大会
（短歌甲子園2017）

山の日祭り

●各施設の利用制限

▲

【日時】
８月10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

●世界の恒久平和に願いを

●つどいの森

●「リチャード三世」

▼

【日時・場所】８月8日㈫・10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

や夏まつり限定の工芸品販売など【問】
同手づくり村☎689-2201

▼

●夜間納付相談

日㈫は開館し、22日㈫に休館します。
【問】同館☎681-2100

▼

談

■

相

ゆうゆう

のく湯遊街道」沿いにある温泉施設や産
直など３カ所以上でスタンプを集めると特
産品などが抽選で当たります。
【期間】
８月
１日㈫～10月15日㈰【問】観光交流課内、
盛岡・矢巾・紫波広域観光推進協議会事
務局☎613-8391
【広報ＩＤ】
1017240

・

情報インデックス

表

募集する職種や受験資格など
職種
区分 人数
受験資格
平成４年４月２日～平成12年４月１日生まれ。
高校卒
ただし、短大卒以上の学歴を有する人（平成30年３月31日までに
程度
数人 卒業見込みも含む）およびこれと同等の資格を有する人を除く
一般事務職
平成２年４月２日～平成10年４月１日生まれ。
短大卒
ただし、大卒または平成30年３月31日までに大学卒業見込み
程度
の人を除く
平成２年４月２日～平成12年４月１日生まれ。
高校卒
ただし、短大卒以上の学歴を有する人（平成30年３月31日までに
程度
数人 卒業見込みも含む）およびこれと同等の資格を有する人を除く
土木技術職
昭和63年４月２日～平成10年４月１日生まれ。
短大卒
ただし、大卒または平成30年３月31日までに大学卒業見込み
程度
の人を除く
栄養士
数人 昭和63年４月２日以降生まれ
作業療法士
１人 昭和55年４月２日以降生まれ
障がい者を対象とし
数人 昭和63年４月２日～平成12年４月１日生まれ
た一般事務職

広

休日救急当番医・薬局

薬
内
外
８/11 小
歯
㈮
薬
内
外
８/13 小
㈰
歯
薬

けい福薬局
下小路薬局
あおば薬局上田店
小坂内科消化器科クリニック
池田内科
ブレスト齊藤外科クリニック
中村こどもクリニック
たかはし歯科医院
永井中央薬局
上太田薬局
とけい台薬局
ミルキー薬局
川久保病院
くどう医院
わたなべおしりのクリニック
川久保病院
高山歯科医院
オーロラ薬局
前九年薬局
ひだまり薬局

みたけ三丁目11-36
本町通一丁目６-31
上田一丁目18-50
永井19-258-１
上太田弘法清水10-３
本宮六丁目17-６
上厨川杉原50-47
月が丘一丁目27-45エンジェルビルⅢ１-B
永井19-253-１
上太田弘法清水１
本宮六丁目２-26
上厨川字杉原50-48
津志田26-30-１
前九年三丁目16-15
本宮五丁目１-３
津志田26-30-１
茶畑一丁目１-６-Ｃ棟２階
南仙北三丁目２-30
前九年三丁目16-10
本宮五丁目１-１

613-2107
604-9101
622-0370
605-6050
659-0310
631-3770
648-7711
643-8880
605-7050
658-1055
631-3115
646-0369
635-1305
647-3251
658-1003
635-1305
651-8241
635-1233
648-8101
658-1313
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［広報もりおか 29.８.１］９

