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情報インデックス
もりけんに挑戦（27年度３級問題）�（正解は10ページに掲載）
昭和22年に、初の公選知事選挙に当選して岩手県知事となり、農を基本とした政策を展開することで、現在の
食王国岩手の基礎を作ったとされる人物は誰ですか。　①一條牧夫　②島善鄰　③佐藤昌介　④国分謙吉

10月23日㈪13時～30日㈪13時 ▼せり
売り：10月23日㈪13時～25日㈬23時
【問】納税課☎613-8466

●ごみの受け入れ休止
　クリーンセンター（上田字小鳥沢）は
10月７日㈯、ごみの受け入れを休止しま
す。【問】同センター☎663-7153

●ゆぴあすの休館など
　ゆぴあす（上田字小鳥沢）で、９月14
日㈭～10月13日㈮は浴場を休止しま
す。10月３日㈫～13日㈮は全館休館し
ます。【問】ゆぴあす☎662-1414

●盛岡城跡二ノ丸で
　樹木伐採の説明会
　盛岡城跡の石垣を不安定にさせて
いるケヤキの伐採に伴う説明会を開き
ます。【日時】９月23日㈯13時半～14
時半※雨天決行【場所】盛岡城跡公園
（内丸）内、多目的広場のあずまや。当
日、会場へどうぞ【問】公園みどり課☎
639-9057【広報ＩＤ】1020489

●震災「思い出の品」を返す会
　東日本大震災の津波で流され、陸前
高田市内で拾われた写真などの思い出
の品を、持ち主に返却する「返却会」が
開かれます。【日時】10月９日㈪・11月
12日㈰、10時半～19時半【場所】もり
おか復興支援センター（内丸）【問】陸
前高田市思い出の品☎0192-47-4848
【広報ＩＤ】1020593

●秋のコンサート出演者を募集
　見前南地区公民館（西見前13）で、
10月29日㈰に開催する秋のコンサート
の出演者を募集。持ち時間15分程度。
ジャンルやプロ・アマ、年齢を問いませ
ん。【募集定員】５人（組）【申し込み】
９月19日㈫10時から、同館で先着順に
電話☎601-6735または直接受け付け。
詳しくは、市公式ホームページでご確認
ください。【広報ＩＤ】1020741

●青少年問題協議会委員を募集
　市は、次代を担う青少年の健全育成
に関する施策について意見を聞くため、
委員を２人募集します。【任期】11月１
日㈬～31年10月31日㈭の２年間【応募
資格】11月１日現在で次の全てに該当す
る人①市内に引き続き１年以上住んでい
る②平成９年11月１日以前生まれ③市
のほかの審議会などの委員を務めてい
ない④平日の日中に開く年２回程度の
会議に出席できる【申し込み】10月５日
㈭締め切り。詳しくは、市公式ホームペ
ージでご確認ください【問】子ども青少
年課☎613-8356【広報ＩＤ】1011723

●農作業事故と農作物被害
　秋の農繁期を迎え、作業者の不注意
や農業機械の誤った操作による事故
が心配されます。ゆとりを持ち、安全な
農作業を心掛けましょう。また、シカや
クマなどによる農作物への被害が発生
した場合は、被害状況を調査するので
農政課☎613-8457へご報告ください。
報告票様式は市公式ホームページにも
掲載しています。【広報ＩＤ】1008165

●水道料金・下水道使用料などが
　郵便局で納付可能に
　10月から、市上下水道局が取り扱う
収納金を東北６県内の郵便局でも納付
できるようになります。※農業集落排水
施設使用料は除く【問】同局お客
さまセンター☎623-1411

●市の推計人口（８月１日現在）
【人口】29万5688人（男＝14万155人、
女＝15万5533人）【対前月比】20人減
【世帯数】13万1439世帯【問】企画調
整課☎613-8397

■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎えほんのへや
【日時】９月21日㈭15時半～16時
【対象】幼児～小学生
◎おはなしのじかん
【日時・対象】９月23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
◎児童文学を読む会
【日時】９月27日㈬10時～12時
【内容】ドクター・スース作「ふしぎな
500のぼうし」（偕成社）
◎かみしばいのへや
【日時】９月28日㈭15時半～16時
【対象】幼児～小学生
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
　同館図書室は10月12日㈭～19日㈭、
休室します。
◎絵本サロン
【日時】10月３日㈫～７日㈯、10時半～
15時※４日㈬と７日は11時からおたの
しみ会【内容】絵本クイズラリーや読み
聞かせ、手遊びなど
◎おひざにだっこの会
【日時】10月６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】９月27日㈬10時半～11時【対
象】幼児

●見前南地区公民館芸術祭
【日時】９月２日㈯～29日㈮、９時～17
時【場所】見前南地区公民館（西見前
13）【内容】絵画や写真、手芸など、市
民の作品を展示【問】同館☎601-6735
【広報ＩＤ】1020740

●紅子の花物語展
【日時】９月２日㈯～12月６日㈬、10時
～17時【場所】深沢紅子野の花美術館
（紺屋町）【内容】深沢紅子の画壇デビ
ュー作を初めて展示するほか、花の随
筆も展示【費用】入館料が必要【問】同
館☎625-6541【広報ＩＤ】1020597

●澤井敬一鉄道コレクション展
【日時】９月20日㈬～来年１月17日㈬、
９時～18時【場所】盛岡てがみ館（中ノ
橋通一）【内容】郷土史家・澤井敬

けい

一
いち

さ
んが収集した、東北新幹線や青函トン
ネルに関する資料を展示【費用】入館
料が必要【問】同館☎604-3302【広報
ＩＤ】1020673

●南部家についての講演会
　もりおか老人大学公開講座
【日時】９月22日㈮13時半～15時半【場
所】市民文化ホール大ホール（盛岡駅西
通二）【内容】櫻

さくら

山
やま

神社宮司の坂本広
ひろ

行
ゆき

さんが「盛岡とともに400年。南部家に
ついて」と題して講演【対象】市内在住
の60歳以上【費用】無料【問】長寿社会
課内、もりおか老人大学事務局☎603-
8003【広報ＩＤ】1007604

●秋の原敬生家公開
【日時】９月23日㈯～10月29日㈰、９時
～16時【場所】原敬記念館生家（本宮
四）【内容】嘉永３（1850）年建築の市
指定文化財・原敬生家を公開【費用】入
館料が必要【問】同館☎636-1192

●大宮神楽公演
【日時】９月23日㈯、11時～11時40分
と13時～13時40分【場所】もりおか歴
史文化館（内丸）【内容】県指定無形
民俗文化財に今年指定された大宮神楽
の公演【費用】無料【問】同館☎681-
2100【広報ＩＤ】1020677

●つどいの森感謝祭
【日時】９月23日㈯10時～15時【場
所】都南つどいの森（湯沢１）【内容】オ
リジナル木工商品の販売や輪投げ大会、
餅つき、山野草写真展など【問】つどい
の森☎637-0876【広報ＩＤ】1020611

●てがみ館ギャラリートーク
【日時】９月23日㈯14時～15時【場所】
盛岡てがみ館（中ノ橋通一）【内容】開
催中の「舟越保武の手紙」について学
芸員が解説【費用】入館料が必要【問】
同館☎604-3302【広報ＩＤ】1019671

●ユートランドまつり
【日時】９月24日㈰10時～15時【場
所】ユートランド姫神（下田字生出）
【内容】中川愛

あい

子
こ

社中やスコップ三味
線の演奏、ちゃんこ鍋の出店、抽選会な
ど【問】同施設☎683-3215

●企画展「啄木と与謝野寛・晶子」
【日時】９月26日㈫～来年１月８日
㈪、９時～17時【場所】石川啄木記念
館（渋民字渋民）【内容】近代短歌を
確立した与謝野寛・晶子夫妻と啄木と
のつながりを紹介【費用】入館料が必
要【問】同館☎683-2315【広報ＩＤ】
1020681▶ギャラリートーク【日時】９
月26日㈫・10月29日㈰・11月26日㈰・
12月24日㈰、14時～14時半。当日、会
場へどうぞ【内容】学芸員による解説
■企画展関連講演会
【日時】10月１日㈰13時半～15時半
【場所】渋民公民館（渋民字鶴塚）【内
容】啄木文学について啄木記念館館長
が講演【定員】先着50人【費用】無料

●健康づくり！
　マッサージ等指導教室
　健康づくりの講話と体のケアの基礎
的な技術・知識をマッサージ師から学
びます。タオルをご持参ください。【対
象】60歳以上【定員】各15～25人。開
始10分前から先着順【費用】無料【問】
長寿社会課☎603-8003

●科学談話会
【日時】９月29日㈮18時半～20時【場
所】市立図書館（高松一）【内容】岩手
大助教の末永陽

よう

介
すけ

さんが「人類と燃焼
科学」と題して講演【費用】無料【問】
同館☎661-4343

●シネマ上映会
【日時】９月30日㈯10時～11時半【場所】

見前南地区公民館（西見前13）【内容】
朝日ニュース映画で見る昭和（39～41年）
【費用】無料【問】同館☎601-6735

●学ぼう！「いわて学」
　南部信直によって築かれた盛岡藩の
治世と領民の暮らしなどについて学び
ます。【日時】９月30日㈯・10月14日
㈯・28日㈯、10時～12時、全３回【場
所】西部公民館（南青山町）【内容・講
師】第１回「盛岡藩の寺院と神社」、櫻

さくら

山
やま

神社宮司の坂本広
ひろ

行
ゆき

さん。第２回「盛
岡藩の領民のくらし」、東海大講師の
兼平賢

けん

治
じ

さん。第３回「南部重信とそ
の子どもたち」、岩手大名誉教授の細
井計

かずゆ

さん【費用】500円【申し込み】不
要。初回時、会場へどうぞ【問】同館☎
643-2288【広報ＩＤ】1020824

●太田老人福祉センターまつり
【日時】10月１日㈰10時～15時【場所】
太田老人福祉センター（上太田細工）
【内容】同館利用団体の作品展示や舞
台発表など【費用】無料【問】同センタ
ー☎659-2133

●あそびの広場
【日時】10月４日㈬10時～12時【場所】
松園地区公民館（東松園二）【内容】手
作りおもちゃ遊びや読み聞かせなど【対
象】０歳～未就学児【費用】無料【問】
同館☎661-8111【広報ＩＤ】1018843

●ナイトミュージアム
　お月見文化を考える
【日時】10月４日㈬19時～20時半【場
所】もりおか歴史文化館（内丸）【内容】
十五夜に合わせ、自然をめでる日本の文
化について学ぶ【定員】先着50人【費
用】無料【問】同館☎681-2100【広報Ｉ
Ｄ】1020678

●似顔絵プレゼント
　市在住の画家・今泉裕

ゆ

紗
さ

さんが、あ
なたの似顔絵を描きます。【日時】10
月15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】９月19日㈫11時か
ら、同館☎681-2100で先着順に電話
受け付け【広報ＩＤ】1019612

●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】９月28日㈭13時～10月
16日㈪23時【公売方法・期間】 ▼入札：

表　マッサージ等指導教室の日時など
日時・場所

９/26㈫・10/３㈫、10時15分～12時15分
愛宕山老人福祉センター（愛宕下）
９/26㈫13時半～15時半
みたけ老人福祉センター（みたけ三）
９/28㈭10時～12時
都南老人福祉センター（湯沢１）
９/29㈮10時～12時
太田老人福祉センター（上太田細工）
10/６㈮13時半～15時半
青山老人福祉センター（青山三）

公

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

９/23
㈯

内 ちだ内科・外科クリニック 東安庭一丁目23-60 604-3755
藤島内科医院 愛宕町４-18 622-4453

外 たにむらクリニック 本宮字小板小瀬13-２ 601-2990
小 森田小児科医院 緑が丘四丁目１-60 662-3326
歯 まゆみ歯科小児歯科医院 天神町10-３ 651-6480

薬

アロハ調剤薬局 東安庭一丁目23-63 656-1611
あたご薬局 愛宕町２-38 621-8411
クローバー薬局 本宮字小板小瀬13-３ 656-2011
調剤薬局アスティこうの 緑が丘四丁目１-50 662-2877
緑が丘薬局 緑が丘四丁目１-60 662-3458

９/24
㈰

内 あべ菜園内科クリニック 菜園二丁目５-29 623-7000
江村胃腸科内科医院 城西町７-33 623-4035

外 けやき整形外科クリニック 上田一丁目１-35 656-1677
小 前多小児科クリニック 盛岡駅前通９-10丸善ビル５階 601-7478
歯 ざいもくちょう歯科 材木町９-１ 653-2264

薬

公園通薬局 菜園二丁目５-29菜園志和ビル１階 626-5656
銀河薬局 本宮六丁目１-55 635-8911
リープ薬局 上田一丁目１-35 601-3030
こまち薬局 盛岡駅前通９-10 652-7581

10/１
㈰

内 たけ循環器内科クリニック 北飯岡一丁目２-70 656-5855
旭橋クリニック菊池循環器内科 材木町２-26近三ビル３階 653-8511

外 見前ファミリークリニック 三本柳12-20-１ 632-6300
小 みうら小児科 中野一丁目16-10 622-9591
歯 岡田歯科医院 中ノ橋通二丁目２-22 629-2526

薬

本宮センター薬局 北飯岡一丁目２-71 656-5867
どんぐり薬局材木町 材木町２-26 652-9177
ミルマエ調剤薬局 三本柳12-21-４ 614-0071
なかのユニオン薬局 中野一丁目21-１ 652-6587

※９月17日・18日の休日救急当番医・薬局は、９月１日号に掲載しました
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中学校吹奏楽部の保護者会によ
る資源集団回収の様子。収入は
部活動費に活用しています

■いいことたくさん！資源集団回収

　町内会や子ども会などで行う資源集団回収
は、ごみ減量だけでなく、資源とごみの分け
方・出し方に関する環境学習、地域での交流の
機会にもなります。また、実施団体は収入が得
られます。町内会や子ども会のほか、老人クラ
ブや学校の生徒会、ＰＴＡなども実施団体とし
て登録できます。詳しくは、資源循環推進課へ
問い合わせるか、市公式ホームページでご確認
ください。【広報ＩＤ】1020645

●ごみ減量資源再利用市民のつどい
　市は、ごみの減量と資源の再利用についてよく知ってもらうための催しを開きま
す。入場無料です。【日時】９月27日㈬14時～16時【場所】アイーナ（盛岡駅西通
一）【内容】▶３Ｒ推進マイスター（国から委嘱された容器包装廃棄物排出抑制推
進員）の和田由

ゆう

貴
き

さんが「ごみ減量につながる節約生活のススメ」と題して基調講
演▶北上製紙㈱による古紙再商品化事業についての発表▶資源集団回収の優良
団体表彰【問】資源循環推進課☎626-3733【広報ＩＤ】1020645

●もりおかフルコレ2017出場者を募集
　11月12日㈰にイオンモール盛岡（前潟四）で開
催する、古着を使ったコーディネートやリメークに
よるファッションショー「もりおかフルコレ2017」
の出場者を募集します。【募集期間】９月15日
㈮～10月20日㈮。申し込み方法などについて詳
しくは、市公式ホームページでご確認ください。
【問】資源循環推進課☎626-3733【広報ＩＤ】
1020648
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●無料の法律相談
　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】10月分は16日㈪・30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（16日分は10日㈫）、９時から広聴
広報課の予約専用電話☎626-7557で
先着順に電話受け付け▶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】９月24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

●パソコン・タブレット
　お助け相談会
　パソコンやスマホ、タブレットの操作
やウイルス対策などに関する質問や相
談に専門家が答えます。【日時】９月30
日㈯、10時～12時と13時～15時【場
所】西部公民館（南青山町）【費用】
500円。当日、会場へどうぞ【問】同館
☎643-2288

●行政書士による
　暮らしと事業の無料相談会
　相続手続きや遺言、土地活用、自動
車に関することなど各種書類作成につ
いて、行政書士に相談できます。【日
時・場所】10月３日㈫10時～15時は
N
な な っ く

anak（中ノ橋通一）、４日㈬13時～
16時は松園地区公民館（東松園二）、
５日㈭・16日㈪・23日㈪・30日㈪、13
時～16時（５日は10時～）はカワトク
（菜園一）【問】県行政書士会事務局
☎623-1555

●職場のハラスメント相談窓口
　職場での①セクシュアルハラスメント
②妊娠・出産、育児のための制度利用
に関するマタニティーハラスメント③パ
ワーハラスメントについて、専門の相談
員に相談できます。【日時】月曜～金曜、
９時～17時【相談電話】岩手労働局雇
用環境・均等室。①②は☎604-3010、
③は☎604-3002へ
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