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容】「男はつらいよ」【費用】無料【問】同
館☎601-6735【広報ＩＤ】1020410

●盛岡弁で語る昔話
【日時】８月19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

み ず

穂
ほ

さんが盛岡弁
で昔話・伝説などを語る【定員】先着
50人【費用】展示室入場料が必要【問】
同館☎681-2100【広報ＩＤ】1019825

●けやき祭り
【日時】８月20日㈰19時～20時半【場
所】けやき荘と太田老人福祉センター
（共に上太田細工）【内容】さんさ踊り
や打ち上げ花火、抽選会など【費用】無
料【問】けやき荘☎659-1452

●もりげきライヴ
【日時】８月23日㈬19時～21時【場
所】盛岡劇場（松尾町）【出演】盛岡ア
コギ協同組合【費用】前売り1000円、
当日1200円。小学生以下無料【問】同
劇場☎622-2258

●科学談話会
【日時】８月25日㈮18時半～20時【場所】
市立図書館（高松一）【内容】岩手大の中
村一

か ず

基
も と

名誉教授が「『心霊』と『霊性』の
はざまで」と題し講演【費用】無料。当日
会場へどうぞ【問】同館☎661-4343

●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。参加無料ですが、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】８月
26日㈯・９月３日㈰、11時半～13時【内
容】点数のついた昆虫を捕まえて得点
を競う【定員】各日50人【申し込み】芝
生広場で開始30分前から先着順に受
け付け▶作ってみようヤマボウシジャム
【日時】９月３日㈰・10日㈰、13時半～
15時【内容】ヤマボウシの実を採集し、
ジャムを作る【定員】各日30人【申し込
み】開始10分前から子供動物園で先着
順に受け付け

●中学生による国際交流
　スピーチコンテスト
【日時】８月26日㈯13時～17時半【場

●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】９月分は11日㈪・25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（25日分は19日㈫から）、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】８月27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

●補聴器無料相談会
【日時】８月23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

●福祉の仕事出張相談
【日時】８月31日㈭13時～16時【場所】
アイーナ５階（盛岡駅西通一）【内容】
県福祉人材センターへの求職登録や求
人情報の提供、資格取得などの就職支
援の相談【問】県福祉人材センター☎
637-4522

●女性のための無料法律相談
　家庭問題やDVなどの相談に弁護士
が応じます。託児も利用できます（有
料）。【日時】9月４日㈪10時～17時【場
所】m

マ

a*m
モ ー ル

all（大通三）【対象】市に
住所がある女性【定員】８人【申し込
み】８月15日㈫９時から子ども青少年課
☎613-8354で先着順に電話受け付け
【広報ＩＤ】1020361

●シネマ上映会
【日時】８月19日㈯10時～11時40分【場
所】見前南地区公民館（西見前13）【内

課へ郵送。ファクス614-1020でも受け
付けます。８月25日㈮必着。定員を超え
た場合は抽選【問】同市場☎614-1000
【広報ＩＤ】1017256

●青年団体スポーツ交流大会
【日時】９月10日㈰９時～14時【場所】
松園小（松園三）【内容】町内会の青
年部などによるソフトボールの対抗試
合【定員】16チーム【費用】１チーム
3000円【申し込み】８月21日㈪９時か
ら生涯学習課☎639-9046で先着順に
電話受け付け。９月１日㈮17時締め切り
【広報ＩＤ】1016408

●U・Iターンフェア in 秋葉原
【日時】８月30日㈬11時～16時【場
所】秋葉原UDX GALLERY（東京都
千代田区）【内容】県内に就業場所が
ある企業との面談や就職相談など【対
象】県内企業への就職を希望する学
生など。当日会場へどうぞ【広報ＩＤ】
1016422

●いわてとワタシゴト展
　岩手の仕事や働くことをテーマにした
イベントを開催します。詳しくは「いわて
とワタシゴト展」特設サイトをご確認く
ださい。【日時】９月２日㈯・３日㈰、10
時半～16時【場所】アイーナ（盛岡駅西
通一）【内容】岩手で働く社会人の仕事
の様子の紹介や㈱ベアレン醸造所の嶌

し ま

田
だ

洋一専務取締役と㈱ホップスの工藤
昌
ま さ

代
よ

代表取締役社長、達増拓也県知事
による「社長が社長になると決めた日」
と題したトークイベントなど【問】ジョ
ブカフェいわて☎621-1171【広報ＩＤ】
1020486

●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】９
月10日㈰10時～16時半【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】８月18日㈮11時か
ら同館☎681-2100で先着順に電話受
け付け【広報ＩＤ】1019612

●歴史探訪「みやぎの明治村と
　大籠キリシタン殉教公園」
【日時】９月14日㈭８時半～17時40分
【内容】大

お お

籠
か ご

キリシタン殉教公園（一
関市）とみやぎの明治村（宮城県登米
市）をバスで訪ね、岩手ゆかりの先人の
足跡や歴史について学ぶ【定員】40人
【費用】5000円【申し込み】８月22日
㈫10時からトラベル・リンク㈱☎658-
8644で先着順に電話受け付け。１回の
電話につき２人まで【問】先人記念館☎
659-3338【広報ＩＤ】1020407

●舞台「ペコロスの母に会いに行く」
【日時】10月13日㈮18時半～【場所】
市民文化ホール大ホール（盛岡駅西通
二）【内容】認知症の母と還暦過ぎの
息子の、笑いと感動の介護体験を描い
た舞台【費用】全席指定。前売り：Ｓ
席3500円、A席2500円、B席2000円
（当日は各500円増）。同ホールや市
内プレイガイドで発売中【問】㈱岩手
日報社事業部内、同舞台盛岡公演実行
委員会事務局☎653-4121【広報ＩＤ】
1020345

●ホールで公演を楽しもう！
　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。▶フランソ
ワ・エピナス　パイプオルガン・リサイ
タル【日時】９月20日㈬19時～【場所】
市民文化ホール小ホール（盛岡駅西通
二）▶ケイト・リウ　ピアノ・リサイタル
【日時】11月15日㈬19時～【場所】同
ホール小ホール▶佐渡裕

ゆたか

指揮シエナ・
ウインド・オーケストラ【日時】12月15
日㈮18時半～【場所】同ホール大ホー
ル【問】同ホール☎621-5100▶姫神寄
席「桃

と う

月
げ つ

庵
あ ん

白
は く

酒
し ゅ

　柳家三
さ ん

三
ざ

　二人会」
【日時】11月19日㈰14時～【場所・問】
姫神ホール（渋民字鶴塚）☎683-3526

●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!オークションで公売します。【申

込期間】８月17日㈭13時～９月４日㈪23
時【公売方法・期間】▶入札：９月11日㈪
13時～19日㈫13時▶せり売り：９月11
日㈪13時～13日㈬23時【問】納税課☎
613-8466【広報ＩＤ】1010803

●小規模修繕契約登録受け付け
　市が発注する小規模な修繕契約に
登録を希望する人の申請を受け付け
ます。【日時】８月18日㈮～９月５日㈫
（土・日曜を除く）、９時～12時と13時
～16時【場所】市役所本館８階契約検
査課【申し込み】同課に備え付けの申
請書に必要事項を記入し、同課へ直接
提出してください。申請書は市公式ホ
ームページからもダウンロードできるほ
か、同課でも配布しています【問】同課
☎626-7516【広報ＩＤ】1008598

●建築物防災週間
　８月30日㈬から９月５日㈫までは建
築物防災週間。市は消防署と協力して、
不特定多数の人が利用する建築物の

立ち入り査察と改善指導を行います。
▶防災相談所【日時】期間中（土・日
曜除く）９時～17時【場所】市役所都
南分庁舎２階建築指導課【内容】既存
木造住宅の地震対策などについての相
談【問】同課☎639-9054【広報ＩＤ】
1016380

●啄木の新しい記念スタンプを設置
　啄木夫妻と啄木新婚の家がデザイ
ンされた新しい記念スタンプを啄木新
婚 の 家（中 央 通
三 ）に 設 置しま
した。【問】観光
交 流 課 ☎ 6 2 6 -
7539【広報ＩＤ】
1020301

●木造住宅の耐震診断と
　耐震改修への補助
　市は、木造住宅の耐震診断・耐震改
修工事への補助を継続して募集しま
す。詳しくは、市公式ホームページをご
覧ください。【問】建築指導課☎639-
9054【広報ＩＤ】1001696（耐震診
断）、1001698（耐震改修）

●防災資器材を整備
　見前地区町内会連絡協議会は、自治
総合センターの助成事業を受けて、炊き
出しかまどセットやマンホールトイレな
どの防災資器材を整備しました。【問】
消防対策室☎626-7404

●「おでい肥料・めぐみ」を
　 無料提供
　くみ取りのし尿や浄化槽汚泥から生
産した普通肥料「おでい肥料・めぐみ」
を無料で提供しています。成分は窒素
4.0％、リン酸5.3％、カリウム0.4％、油
分35.0％の緩効性です。【提供場所】
盛岡地区衛生処理組合滝沢処理センタ
ー（滝沢市）【問】同センター内、㈱クリ
タス☎688-4529

●消防職員を募集
　盛岡地区広域消防組合は、30年度
採用の消防職員を募集します。【募集人
数】14人程度【募集期間】８月21日㈪～
９月13日㈬、８時半～17時15分【試験
日】10月15日㈰※試験会場は受験票送
付時に通知【受験資格】▶高校卒：平成
６年４月２日～平成12年４月１日生まれ
▶短大・大卒：平成４年４月２日以降生
まれ。申し込み方法など詳しくは、同組
合☎626-7405へお問い合わせください

●間伐で森を元気に
　県は「いわて森林づくり県民税」を活
用して、公益上の観点から、手入れの行

所】中央公民館（愛宕町）【内容】姉妹
都市ビクトリア市への派遣を目指す中
学生が国際交流についてスピーチする
大会【問】文化国際室内、盛岡国際協
会☎626-7524

●もりげき祭・演劇フェスティバル
【日時】８月26日㈯の14時～と19時
～、27日㈰の14時～【場所】盛岡劇場
（松尾町）【内容】トラブルカフェシアタ
ー公演「エンゲキ王」【費用】▶前売り：
大学生以下1000円、一般1200円▶当
日：大学生以下1200円、一般1500円
【問】同劇場☎622-2258

●青少年郷土芸能フェスティバル
【日時】８月27日㈰13時～15時半【場
所】ホットラインサカナチョウ（肴町）
【内容】９団体が市内各地に根付いた
民俗芸能（神楽・田植え踊り・獅子踊
り・剣舞・さんさ踊り）を披露【費用】無
料。当日会場へどうぞ【問】歴史文化課
639-9067【広報ＩＤ】1020420

●もりおか啄木・賢治青春館
　コンサート
【日時】９月２日㈯16時～17時半【場
所】もりおか啄木・賢治青春館（中ノ橋
通一）【内容】市出身のバイオリニスト
町田匡

ただし

さんと秋田市出身のピアニスト
西村翔

しょう

太
た

郎
ろ う

さんによるリサイタル【費
用】前売り2000円、当日2500円。同館
やプラザおでって２階で販売中【問】同
館☎604-8900【広報ＩＤ】1020383

●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。なお、９
月２日㈯10時半からのプラネタリウムは
休止します。【問】同館☎634-1171

●中央卸売市場開放デー
　中央卸売市場（羽場10）で９月９日㈯
９時から11時まで、水産物や青果など
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】旬のサンマを使い、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、電話番号を記入し、〠020-8567
（住所不要）盛岡市中央卸売市場業務

き届かない人工林（スギやカラマツな
ど）を森林所有者に代わって間伐してい
ます。間伐を希望する人は、盛岡広域振
興局☎629-6612にお問い合わせくだ
さい。

●「北方領土の日」
　ポスターコンテスト作品募集
　北海道総務部北方領土問題対策本
部は、「北方領土の日」を周知するた
めのポスターデザインを募集します。申
し込みは10月20日㈮消印有効。応募
方法など詳しくは、同対策本部☎011-
204-5069へ問い合わせるか、同対策
本部のホームページをご覧ください。

　

（♥）は幼児～小学生対象の催しです
■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎児童文学を読む会（♥）
【日時】８月23日㈬10～12時
【内容】「窓ぎわのトットちゃん」
◎かみしばいのへや（♥）
【日時】８月24日㈭15時半～16時
◎おはなしのじかん
【日時・対象】８月26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

◎えほんのへや（♥）
【日時】８月３1日㈭15時半～16時
■都南図書館（永井24☎637-3636）
◎だっこのおはなし会
【日時】８月22日㈫10時45分～11時15分
【対象】４カ月～１歳半
◎おはなしのじかん
【日時】８月23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】９月２日㈯11時～11時半
【対象】幼児
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
◎わくわくおはなし会・スペシャル
【日時】８月19日㈯11時～12時
【対象】４歳～小学生
◎おひざにだっこの会
【日時】９月１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23日㈬10時半～11時
【対象】幼児
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
◎ちびっこ映画会（♥）
【日時】９月２日㈯10時半～11時40分
【内容】「トムとジェリー」など４本

もりけんに挑戦（27年度３級問題）�（正解は８ページに掲載）
　国の重要文化財に指定されている南部曲がり家「旧佐々木家住宅」が移築されている場所はどこですか？
　①岩手県立博物館　②盛岡市中央公民館　③もりおか歴史文化館　④遺跡の学び館

表　 子ども科学館の各種イベント
イベント名 内容（費用） 日時 定員

盛岡市小学校児童理
科作品展示研究発表
会

①研究発表会：市内小学生が夏
休みに行った研究を発表
②理科作品展示会：市内小学生
の理科工作と自由研究を公開

①９/２㈯９時～11時
②９/２㈯・３㈰
　９時～16時半

①160人
②なし

ナイトミュージアム
※③は17時半から
　受付でチケットを
　販売

①今夜の星空みどころ案内（無料）
②星を見る会（無料）
③星音～コンサート（中学生以
下200円、高校生以上500円）

９/２㈯
①18時～18時半
②18時半～20時
③19時～19時半

①③各
160人
②なし

相　談

催　し

図　書

お知らせ 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

８/20
㈰

内
おおどおり鎌田内科クリニック 大通二丁目７-23 606-5161
久保田医院 大館町26-３ 646-9090
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201

外 かとう整形外科クリニック 中央通二丁目８-１ 622-2555
小 寺井小児科医院 山王町１-９ 623-8249
歯 照井歯科医院 本町通一丁目９-34 622-4055

薬
大通よつば薬局 大通二丁目７-20 681-4091
さんぺい薬局 大館町26-２ 641-0335
そうごう薬局盛岡中央通店 中央通二丁目２-５住友生命盛岡ビル１階 613-6671
すみれ薬局 西青山二丁目18-57 645-2311

８/27
㈰

内 むらまつクリニック 東仙北一丁目３-７ 635-5110
前川内科クリニック 新田町９-11 624-3313

外 しんたろうクリニック 本宮一丁目９-１ 631-3110
小 杜のこどもクリニック 向中野三丁目10-６ 631-1160
歯 鈴木まなぶ歯科医院 上田一丁目１-52 654-6480

薬
エメラルド薬局仙北店 東仙北一丁目３-48 656-5331
アート薬局 新田町９-15 622-7881
さくらの調剤薬局 本宮一丁目８-４ 681-0411
リーフ薬局 向中野三丁目10-10 656-5877

９/３
㈰

内 あべ神経内科クリニック 肴町６-６ 606-3711
松園第二病院 西松園三丁目22-３ 662-0100

外 もりた整形外科 山岸一丁目３-８ 652-5858
小 菅野小児科医院 山岸二丁目11-36 622-4448
歯 なかさと歯科医院 緑が丘三丁目２-44 664-1781

薬

さかな町薬局 肴町４-30 651-8311
そよ風薬局松園店 西松園三丁目20-12 664-0397
かるがも薬局山岸店 山岸一丁目３-11 623-9696
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


