もりけんに挑戦（27年度３級問題）（正解は10ページに掲載）
平成27年に誕生した盛岡芸妓の見習いを何といいますか。
①舞妓 ②ひよ妓 ③たま妓 ④こっ妓

情報インデックス

●いわて就職面接会

●盛岡弁で語る昔話

【日時】９月７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

【日時】９月16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穂さんが盛岡弁
で昔話・伝説などを語る【定員】50人
【費用】展示室入場料が必要【問】同
館☎681-2100【広報ＩＤ】1019825

●空き家・不動産無料相談会
【日時】９月13日㈬10時～15時【場所】
全日本不動産協会県本部（八幡町）
【内
容】空き家・不動産全般に関する相談
【申し込み】同県本部☎625-5900で
電話受け付け

●補聴器無料相談会
【日時・場所】９月20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

催

し

●子ども科学館に行こう
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。
【問】同
館☎634-1171

●下水道探検ツアー
【日時】９月９日㈯10時～15時※所要
時間約１時間【場所】都南浄化センター
（東見前３）
【内容】下水をきれいにする
過程を見学【費用】無料。当日、会場へ
どうぞ【問】県下水道公社☎638-2623

●敬老の日似顔絵コンテスト
【日時】９月９日㈯～18日㈪、展示は24
日㈰まで※10時～20時半【場所】ゆぴ
あす（上田字小鳥沢）
【内容】祖父母の
広

告

８［広報もりおか 29.９.１］

みず

ほ

●月釜茶会
【日時】９月17日㈰９時 半～15時【場
所 】中 央 公 民 館（ 愛 宕 町 ）
【内容】
三 彩流彩茗会と裏千家淡交会による茶
会【費用】900円【問】同館☎654-5366
さんさいりゅうさいめいかい

うらせん け たんこうかい

●清掃センター環境まつり
【日時】９月17日㈰10時～15時【場
所】盛岡・紫波地区環境施設組合清掃
センター（矢巾町）
【内容】ごみ処理施
設の一般公開やさまざまなリサイクル
に関する紹介、入浴施設（ふれあい館）
の無料開放、餅まき大会など【費用】無
料【問】同センター☎697-3835

●健康ウオーク in 御所湖
年齢・性別・障がいに関係なく、
ウオー
キングを通して健康に対する意識の向上
を図ります。
【日時】
９月24日㈰８時半～
【問】もりスポネット☎663-9280 ウオ
ーキング【場所】御所湖広域公園特設会
場周辺【種別】
７㌔、10㌔、15㌔、誰でも
参加できる４㌔※車いす参加可、ノルディ
ック10㌔、ノルディック体験会【費用】各
500円【申し込み】9月４日㈪10時から、
松園テニスコート☎662-8778で先着順
に電話受け付け ニュースポーツ体験と
トークショー【時間】ニュースポーツ体験
は９時半～13時半、
トークショーは11時
20分～12時【場所】繫中（繫字舘市）
【内
容】卓球バレーやグラウンドゴルフなどニ
ュースポーツの体験と、スキーノルディック
複合の金メダリスト・萩原健司さんと三
ケ田礼一さんのトークショー【費用】無料

【日時】10月１日㈰10時～11時 45分
【場所】岩手銀行赤レンガ館（中ノ橋通
一）ほか【定員】30人【費用】無料【申し
込み】９月16日㈯10時から、盛岡観光コ
ンベンション協会☎604-3305で先着
順に電話受け付け。ファクス653-4422
でも受け付けます。９月28日㈭17時締め
切り【広報ＩＤ】1020524

●ユネスコチャリティーバザー

●歌とリュートによる
いにしえのヨーロッパの調べ

おぎ わら けん じ

か

み

た れいいち

【日時】９月27日㈬10時半～14時【場
所】桜山神社特設会場（内丸）
【内容】
衣 類や寝 具 類、日用雑 貨の販 売など
【問】盛岡ユネスコ協会☎635-2088

●手話を習おう

【日時】９月28日～10月26日の毎週木
曜、10時～12時【場所】総合福祉セン
ター（若園町）
【対象】手話初心者の人
い
い
【定員】30人【費用】教材費実費【申
●岩手流通センター活き活き祭
し込み】９月４日㈪10時から、障がい福
祉課☎613-8346で先着順に電話受け
【日時】９月17日㈰10時～15時半【場
付け。９月15日㈮17時締め切り【広報Ｉ
所】盛岡地区勤労者共同福祉センター
（矢巾町）
【内容】オープンバザーや屋台、 Ｄ】1004139
表

●盛岡ふるさとガイドと
河南界わいを歩こう

子ども科学館の各種イベント
イベント名
日時
内容（費用）
宇宙の日記念
2017年度テーマ「月へ」に基づいた小
９/９㈯～10/９㈪
作文絵画コンテス
中学生による作品の展示
９時～16時半
ト作品展
（無料）
９/10～24の日曜と 表紙を開いたり閉じたりすると、イラス
ワークショップ
祝日、10時半～12時 トが動いて見えるカードを作る
「うごくカード」
と14時～15時半
（各150円。展示室入場料が必要）
サイエンスショー ９/10～24の日曜と祝 ドライアイスを使った実験ショー
「ドライアイス」 日、13時～13時20分 （無料。展示室入場料が必要）
ワークショップ
10/１㈰
プラスチック粘土を使い、フルーツ型の
「フルーツキーホ 10時半～12時と14 キーホルダーを作る
ルダー」
時～15時半
（各100円。展示室入場料が必要）
サイエンスショー 10/１㈰
大気圧を使ったサイエンスショー
「空気のチカラ」 13時～13時20分
（無料）

●オータム・オルガン・カフェ
【日時】10月７日㈯12時 半～16時 半
【場所】市民文化ホール小ホール（盛岡
駅西通二）
【内容】オルガン鑑賞やオル
ガン製 作者のトーク、演奏 体験（定員
10組）、カフェコーナーなど【費用】無料
※カフェ利用は実費【申し込み】演奏体
験のみ、９月21日㈭10時から、同ホール
☎621-5151で先着順に電話受け付け

【日時】10月９日㈪16時～17時半【場
所】もりおか啄木・賢治青春館【内容】
リュート奏者の佐藤亜 紀子さんと声楽
家の高橋絵 里さんによる、イギリスやフ
ランスで歌い継がれる歌曲や民謡のコ
ンサート【定員】120人【費用】前売り
2000円、当日2500円。９月１日㈮から
同館やプラザおでってほかで販売【広報
ＩＤ】1020557
あ

え

き

こ

り

●高齢者のための
権利擁護セミナー

各回
30人

【日時】10月13日㈮13時半～16時10分
【場所】アイーナ（盛岡駅西通一）
【内
容】ジャーナリストの鳥越 俊 太郎さんの
特別講演や消費者問題、県民生活セン
ター職員による悪質商法の対処法につ
いての講話など【費用】無料【申し込み】
いきいき岩手支援財団☎625-7490で
電話受け付け。９月29日㈮17時締め切り

なし

●シェイクスピア講座

と り ご え しゅん た ろ う

定員
なし

各回
30人
なし

【日時】10月19日㈭13時半～15時【場
所】盛岡劇場（松尾町）
【内容】シェイクス
ピアや作品について紹介【費用】無料※
整理券が必要。同劇場と市民文化ホール

お知らせ
●施設の利用制限と休館日変更
市立 総合プール（本宮五）☎634 0450：９月２日㈯・３日㈰・19日㈫は終
日、利用できません。 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）☎601-5001：９月２日㈯・
３日㈰・12日㈫・13日㈬・19日㈫・21日
㈭・22日㈮・26日㈫・27日㈬は終日、
利用できません。開館日は日によって一
般開放時間が異なりますので事前にご
確認ください。 盛岡体育館（上田三）
☎652-8855：９月18日㈪は開館し、19
日㈫は休館します。 もりおか歴史文化
館(内丸)☎681-2100：９月19日㈫は開
館し、26日㈫は休館します。
【広報ＩＤ】
1006829

●ふるさと納税
返礼品送付対象の見直し
市のふるさと納税「もりおか元気応援
寄付」では、寄付額に応じたポイントを付
与し、返礼品と交換していますが、
９月１
日以降に寄付する市内在住の人には、ポ
イントが付与されません。ただし、既に保
有しているポイントは利用できます【問】
ものづくり推進課☎626-7538【広報Ｉ
Ｄ】1016506

●声の広報ボランティアを募集
「声の広報もりおか」は、目の不自由な
人のために広報もりおかの内容を音声Ｃ
Ｄ化したものです。収録・編集やＣＤの
利用者への配布などをするボランティア
を募集します。
【収録日時】毎月末に１回、
18時～21時【場所】主に中央公民館（愛
宕町）
【問】広聴広報課☎613-8369

▼

▼

ニ ー ル

ス ト ル ネ イ カ ー

▲

●リハビリ無料相談会

●成年後見相談

【日時】９月20日㈬18時半～21時【場
所】盛岡劇場（松尾町）
【出演】N eil
S talnaker&Friends【費用】前売り
1000円、当日1200円。小学生以下無料
【問】同劇場☎622-2258

▲

【日時】９月５日㈫・19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へ電話予約

【日時】９月14日㈭13時～16時半【場
所】アピオ（滝沢市）
【内容】県内に就業
場所があり、正社員を募集する企業の
採用担当者との面談など【対象】30年３
月卒業・修了予定の学生と一般求職者
【費用】無料【問】ふるさといわて定住
財団☎653-8976【広報ＩＤ】1016419

●もりげきライヴ

やまと し んじゅう

しのびよ る こ い

▼

【日時】９月13日㈬～25日㈪、９時～19
時【場所】もりおか歴史文化館（内丸）
【費用】小・中学生100円、高校生200
円、一般300円【問】同館☎681-2100
【広報ＩＤ】1020522

▼

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】９月
５日㈫・７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

うし だ

ワルシャワ・フィルとピアニストの牛田
智 大 さんを迎え、同ホール開館20周年
を記念したコンサートを開催します。
【日
時】来年30年１月14日㈰14時～16時
【場所】市民文化ホール大ホール（盛岡
駅西通二）
【費用】全席指定。Ｓ席9000
円、Ａ席8000円、Ｂ席7000円、Ｕ-25
（25歳以下）Ｂ席3000円。９月14日㈭
から同ホールや市内プレイガイドで販売
【問】同ホール☎621-5100
とも はる

◎おはなしころころ
【日時・対象】９月８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
◎絵本作家中川ひろたかトークショー
【日時】９月16日㈯14時～15時【内容】
絵本「いのちのたべもの」の著者、中川
ひろたかさんによる読み聞かせなど【定
員】70人【申し込み】９月５日㈫10時か
ら、同館で先着順に電話または直接受
け付け
■都南図書館（永井24☎637-3636）
●就学児健康診断を忘れずに
◎おはなしのじかん
【日時】９月13日㈬11時～11時半【対
小学校へ来春入学する子を対象に、
象】幼児
就学時健康診断を実施します。該当者
◎おとぎのへや（♠）
がいる家庭へ９月中旬に案内を送りま
【日時】毎週土曜、14時半～15時
す。
【日時・場所】 盛岡・都南地域：10
■渋民図書館（渋民字鶴塚☎683-2167）
月中に各小学校で実施 玉山地域：10
月19日㈭13時半～15時半、玉山総合福
◎えほんのへや
祉センター（渋民字泉田）
【問】学校教
【日時】９月20日㈬15時半～16時【対
育課☎639-9045
象】小学１～３年生
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
●排水設備を無料点検
◎わくわくおはなし会
【日時】９月９日㈯11時～12時【対象】
公共下水道や農業集落 排水区域の
住宅などの排水設備を無料点検します。 ４歳～小学生
◎おひざにだっこの会
【日時】９月11日㈪～15日㈮、９時～17
【日時】９月15日㈮10時半～11時【対
時【募集件数】20件【申し込み】９月４
象】乳幼児
日㈪、９時から給排水課☎623-1426で
■上田公民館（上田四☎654-2333）
先着順に電話受け付け。９月８日㈮17時
◎なかよしおはなし会
締め切り
【日時】９月13日㈬10時半～11時【対
ガイドでは各開店時刻から販売します。
※ローソンチケットは同日10時から販売
【公演日時】12月２日㈯17時半～と３
日㈰の13時～と17時半～（計３回公演）
【場所】盛岡劇場（松尾町）
【内容】
第一部：現代物「あと、ふたっつ」
（内海
隆一郎「パズルのかけら」より） 第二
部：「口上」 第三部：時代物「忍夜恋
倭心中」
（「ロミオとジュリエット」より）
【費用】全席指定3000円【問】同劇場
☎622-2258
▼

●黒田官兵衛ゆかりの兜を公開

●ニューイヤーコンサート

▼

●夜間納付相談

【日時】９月30日㈯10時半～16時半【場
所】県公会堂（内丸）
【内容】まち歩きや
ワークショップを通じ、理想とする景観
を考える【対象】高校生以上【定員】10
人【費用】無料【申し込み】９月４日㈪10
時から、県屋外広告美術業協同組合☎
645-3140で先着順に電話受け付け

（盛岡駅西通二）で９月16日㈯から一人
３枚まで配布【問】同ホール☎621-5151

▼

かぶと

●いわて広告景観
タウンミーティング

▼

談

園児の演技発表など。協賛品の売り上げ
は東日本大震災の義援金として寄付しま
す【問】岩手流通センター活性化委員会
☎638-1111

▼

相

似顔絵を描いて展示。描いた人へプレゼ
ントを進呈します。入賞者は９月19日㈫
に発表【問】ゆぴあす☎662-1414

●就業構造基本調査を実施

国民の就業状態を明らかにする調査
が実施されます。９月上旬から調査員が
調査の依 頼のために訪問します。【基
準日】10月1日㈰【対象】無作為に選ば
れた約2000世帯の15歳以上の世帯員
【調査内容】就業状況や育児・介護の
有無など【問】企画調整課☎613-8397

●緑の募金にご協力を
【募金期間】９月１日㈮～10月31日㈫
【振込用紙】市役所本館１階の窓口案内
所に備え付けます。※春季の募金額は
577万6882円でした。ご協力ありがとう
ございました【問】林政課☎626-7541

図

書

＜おわびと訂正＞
７月15日号２ページに掲載した
「医療費の自己負担限度額」の多
数回の額に誤りがありました。正
しくは「４万4400円」です。おわ
びして訂正します。

接骨院の日曜当番
【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
月日
接骨院名
電話番号
９/３ 小山田接骨院（東松園二）663-2574
９/10 ひかり整骨院（高松二） 663-7515
９/17 小笠原整骨院（好摩字上山）682-0106
９/24 みかわ接骨院（西仙北一）681-2577

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
内

外
小
９/10 歯
㈰
薬

内
外
小
９/17
歯
㈰

薬
（♠）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（♠）
内
【日時】９月７日㈭15時半～16時
外
◎かみしばいのへや（♠）
小
９/18 歯
【日時】９月14日㈭15時半～16時
●盛岡文士劇チケット一般販売
㈪
◎おはなしのじかん
盛岡文士劇のチケットを10月５日㈭、 【日時・対象】９月９日㈯、11時～11時
薬
20分は４歳～小学１年生、11時半～12
盛岡劇場と市民文化ホール、キャラホー
時は小学２年生以上
ル、姫神ホールで９時から、市内プレイ

広

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】９月13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３カ月以下
■都南公民館（永井24☎637-6611）
◎子どもシネマランド
【日時】９月９日㈯10時半～11時半
■松園地区公民館
（東松園二☎661-8111）
◎おはなし★らんど
【日時】９月６日㈬10時～12時【対象】
未就学児

名称
ゆい内科呼吸器科クリニック
臼井循環器呼吸器内科
くろだ脳神経・頭痛クリニック
もりおかこども病院
島津歯科医院
むかいなかの調剤薬局
のぞみ薬局
あすなろ薬局
レミディ薬局
こなん薬局
やまだ胃腸内科クリニック
石井内科消化器科医院
なおや脳神経・頭痛クリニック
さいとう小児科クリニック
栃内歯科医院
津志田薬局
しんせい薬局
おおたばし調剤薬局
よつば薬局
本宮Ｃクリニック
三愛病院
吉田整形外科・リウマチ科クリニック
小林小児科クリニック
高橋衛歯科医院
リーフ薬局
月が丘薬局
みずほ薬局月が丘
本町薬局
ワカバ薬局都南店

所在地
向中野二丁目54-18
松園二丁目２-10
神明町10-38
上田字松屋敷11-14
夕顔瀬町７-14
向中野二丁目54-12
松園二丁目３-３
中ノ橋通一丁目14-９
中ノ橋通一丁目14-８
上田字松屋敷23-３
津志田中央二丁目18-31
東緑が丘23-26
本宮字小板小瀬13-4
月が丘二丁目２-60
神明町10-35
津志田中央二丁目18-23
東緑が丘23-８
本宮字小板小瀬13-８
月が丘二丁目２-59
向中野三丁目10-３
月が丘一丁目29-15
本町通一丁目９-28
三本柳11-12-４
北天昌寺町７-10
向中野三丁目10-10
月が丘一丁目29-７
月が丘一丁目29-16
本町通一丁目９-28
三本柳11-12-１

電話番号
631-1159
662-9845
653-3522
662-5656
651-1531
631-3100
662-7733
623-8880
652-1300
664-1115
614-0180
662-1615
656-3708
643-7171
625-1588
614-9986
663-2366
656-3131
643-2888
631-2381
641-6633
604-3820
638-0404
645-6969
656-5877
648-3939
601-8211
652-8200
637-6011
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