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福祉センター（若園町）【問】地域福祉
センター☎696-5640

●空き家・空き地無料相談会
【日時】10月24日㈫10時～17時【場
所】プラザおでって（中ノ橋通一）【内
容】空き家の処分方法などの相談【定
員】24人【申し込み】10月５日㈭９時か
らくらしの安全課☎603-8008で先着
順に電話受け付け

●企画展「もりおかの女学校」
　盛岡の女子高の歴史と、ゆかりの先人
たちを紹介します。【日時】12月３日㈰ま
で、９時～17時※入館は16時半まで【場
所】先人記念館（本宮字蛇屋敷）【費用】
入館料が必要【問】同館☎659-3338
【広報ＩＤ】1020846 ▼ギャラリートー
ク【日時】11月3日㈮15時10分～15時
40分と12月３日㈰13時半～14時

●企画展「志波城前夜の蝦夷社会
　～9世紀初頭以前の盛南地区」
　志波城が造営される前の蝦

えみ

夷
し

社会の
実態を集落資料などから明らかにします。
【日時】10月７日㈯～来年１月21日㈰、
９時～17時※入館は16時半まで【場所】
遺跡の学び館（本宮字荒屋）【費用】入
館料が必要【問】同館☎635-6600

●秋の味覚　
　芋の子汁のお振る舞い
　産直手作りの芋の子汁を表１のとおり
無料で振る舞います。【問】農政課内、市
産地直売所連合会事務局☎626-7540

●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▶動物公
園まつり【日時】10月８日㈰・９日㈪、９
時半～16時半【内容】出店や動物クイ

●夜間納付相談
　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】10月10
日㈫・12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

●成年後見相談
【日時】10月４日㈬・18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・不動産無料相談会
【日時】10月11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

●リハビリ無料相談会
【日時】10月12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

●行政困りごと・被災地支援
　一日合同行政相談所
【日時】10月17日㈫10時～15時半【場
所】プラザおでって（中ノ橋通一）【内
容】各行政機関が、市民の行政に関す
る苦情・要望を聴き解決を図る【費用】
無料。当日、会場へどうぞ【問】広聴広
報課☎626-7517

●補聴器無料相談会
【日時・場所】10月18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

宅建築と近代化」【日時】10月11日㈬
～13日㈮、10時～16時【場所】中央公
民館（愛宕町）

●もりげきライヴ
【日時】10月18日㈬19時～21時【場所】
盛岡劇場（松尾町）【出演】藤原翼

つばさ

【費
用】前売り1000円、当日1200円。小学
生以下無料【問】同劇場☎622-2258

●私たちの作品展
【日時】10月18日㈬～22日㈰、10時～
17時※22日は16時まで【場所】市民文
化ホール展示ホール（盛岡駅西通二）
【内容】市内で活動する絵画や手芸、
工芸、写真などのサークル団体の作品
展【費用】無料【問】同展実行委員会☎
661-4454【広報ＩＤ】1017375

●ガチャピン・ムックと考える
　「みんなの防災＋ソナエ」
　テレビ番組のキャラクターが防災ナ
ビゲーターを務める防災イベントを開催。
ステージイベントや災害時に活躍する緊
急車両の展示などを行います。【日時】
10月21日㈯・22日㈰、10時～17時【場
所】イオンモール盛岡南（本宮七）【費
用】無料。当日、会場へどうぞ【問】危
機管理防災課☎603-8031【広報ＩＤ】
1020902

●ママも子どももＨappyＨappy♪
【日時】11月７日㈫10時半～12時【場
所】都南公民館（永井24）【内容】県
立大の准教授を講師に迎え、各発達
段階の子どもとの接し方について考え
る【対象】就学前の幼児を持つ保護
者【定員】40人【申し込み】10月４日
㈬10時から生涯学習課☎639-9046
で先着順に電話受け付け。託児も先
着５人まで受け付けます【広報ＩＤ】
1020838

●民謡まわり舞台in姫神ホール
【日時】11月11日㈯13時半～15時半
【場所】姫神ホール（渋民字鶴塚）【費
用】無料。ただし整理券が必要。10月９
日㈪から同ホールや市民文化ホール事
務室（盛岡駅西通二）などで配布。１人
２枚まで【問】姫神ホール☎683-3526

●森荘已池劇場　
　映画「蛾と笹舟」
【日時】11月18日㈯の14時～・18時～、
19日㈰の14時～【場所】もりおか町家
物語館（鉈屋町）【内容】鉈屋町が生ん
だ直木賞作家・森

もり

荘
そう

已
い

池
ち

の代表作品の
映画を上映【定員】各100人【費用】学
生と65歳以上：1200円、一般：前売り

1500円（当日300円増）。10月10日㈫
から同館プレイガイドと市内各プレイガ
イドで販売【問】同館☎654-2911

●総合プールの利用制限
　市立総合プール（本宮五）は、大会
などのため、10月８日㈰・10日㈫～
27日㈮･29日㈰の終日利用できません。
【問】同プール☎ 634-0450

●違反建築防止週間
　10月15日㈰～21日㈯は違反建築防
止週間。市は期間中、公開パトロールを
実施します。また、16日㈪～20日㈮の９
時～17時に都南分庁舎２階の建築指導
課に違反建築などに関する相談所を開
設します。【問】同課☎639-9054【広
報ＩＤ】1001692

●暴力団のない住みよい街を
　10月は暴力団追放推進強化月間。暴
力団を恐れない、金を出さない、利用し
ない、交際しない―の運動を推進し
ましょう。 ▼暴力団追放県民大会・市民
総決起大会【日時】10月19日㈭13時半
～16時【場所】市民文化ホール大ホール
（盛岡駅西通二）【内容】暴力団情勢に
ついての講演や県警音楽隊による演奏
など【費用】無料。当日、会場へどうぞ
【問】くらしの安全課☎603-8008【広
報ＩＤ】1001100

●市産材活用見学会
　市内の森林での間伐や工場での加工、
市産材利用住宅を見学します。詳しくは、
林政課☎626-7541へお問い合わせく
ださい。【日時】10月20日㈮９時半～
15時【定員】20人【費用】無料【申し込
み】10月３日㈫９時から同課で先着順
に電話受け付け【広報ＩＤ】1020901

●水質検査を受け付けます
　井戸水など飲用水の水質検査を行っ
ています。水を入れるための専用容器を
事前に生活衛生課で貸し出します。表３

の受付日に水を採取して同課へ持参。詳
しくは同課☎603-8310へお問い合わせ
ください。【受付時間】９時～11時半【検
査内容・費用】▶簡易検査：基本的な11
項目を検査（8470円）▶一般検査：塩素
消毒をしている水に適した23項目を検査
（２万6610円）【広報ＩＤ】1019002

●高齢者世帯などへの寝具類
　洗濯乾燥消毒サービスを実施
　寝具類を事業者が預かり、洗濯などを
して配達します。【対象】要介護３以上や
認知症があり、排せつの失敗がある高
齢者と重度の障がいにより、寝具類の管
理が難しい高齢者のみの世帯など【定
員】30人【費用】無料【申し込み】10月
11日㈬までに担当のケアマネージャーか
長寿社会課☎603-8003へ電話または
直接申し込み【広報ＩＤ】1006435

●育児・介護休業法が改正
　10月から改正育児・介護休業法など
が施行。子どもが保育園に入れない場
合、２歳になるまで育児休業をとれるよ
うになります。詳しくは、岩手労働局雇
用環境・均等室☎604-3010へお問い
合わせください。

●大規模な土地取引後は届け出を
　10月は土地月間。次のような大規模
な土地を購入した場合は、土地の売買
契約を結んだ日から２週間以内に届け出
が必要です。①市街化区域2000平方㍍
以上②都市計画区域（①を除く）5000
平方㍍以上③その他の区域１万平方㍍
以上【問】企画調整課☎613-8394

●寄付をいただきました
■昭和27年度見前中学校卒業生一同
２万円。社会福祉のために。
■一般財団法人岩手社会文化会館（伊

い

澤
さわ

昌
まさ

弘
ひろ

理事長）10万円。社会福祉のために。

ズ大会、バナナ早食い大会など▶大人
の１日飼育係体験【日時】10月21日㈯
８時半～17時【対象】高校生以上【定
員】30人【申し込み】10月１日㈰８時半
から同園で電話受け付け。定員を超え
た場合は抽選

●おかあさんコーラスの集い
【日時】10月15日㈰12時半～16時【場
所】市民文化ホール大ホール（盛岡駅西
通二）【費用】500円。中学生以下無料
【問】市婦人合唱協議会☎697-6264
【広報ＩＤ】1016729

●手づくり村・工芸品フォーラム
　南部鉄器や岩谷堂箪

たん

笥
す

、浄法寺塗な
ど国指定の伝統的工芸品や、全国の伝
統工芸士の熱い思いを紹介します。【日
時】10月15日㈰13時15分～15時半【場
所】盛岡手づくり村（繫字尾入野）【定
員】120人【申し込み】10月３日㈫９時
から同手づくり村☎689-2201で先着
順に電話受け付け

●もりおか高校生就職面談会
【日時】10月16日㈪14時～16時【場
所】ホテルメトロポリタン盛岡（盛岡駅
前通）【内容】正社員を募集する企業の
採用担当者との相談など【対象】30年
３月卒業予定の高校生【費用】無料。当
日、会場へどうぞ【問】経済企画課☎
613-8298【広報ＩＤ】1020900

●子ども科学館へ行こう
　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

●近代化遺産全国一斉公開
【日時・場所】10月11日㈬～13日㈮、
旧南部家別邸（愛宕町）と旧第九十
銀行本店本館（中ノ橋通一）、県公会
堂（内丸）を一斉公開。公開時間は
歴史文化課☎639-9067へお問い合
わせください【費用】無料【広報ＩＤ】
1020880 ▼パネル展「もりおかの住

■ハートフルワークいわて（江
え

見
み

夏
なつ

惠
え

会
長）１万150円。緑化活動のために。

（♥）は幼児～小学生対象の催しです
■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎えほんのへや（♥）
【日時】10月５日㈭15時半～16時
◎かみしばいのへや（♥）
【日時】10月12日㈭15時半～16時
◎おはなしころころ
【日時・対象】10月13日㈮、10時20分
～11時は１歳３カ月以上の幼児、11時
10分～11時半は１歳２カ月以下の乳児
◎おはなしのじかん
【日時・対象】10月14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
■都南図書館（永井24☎637-3636）
◎おはなしのじかん
【日時】10月11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】10月７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
【日時】10月14日㈯11時～11時半
【対象】４歳～小学生
■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
【日時】10月11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】10月７日㈯10時半～11時40分
【内容】「しあわせの王子」など４本
◎ふたばおはなし会
【日時・対象】10月11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
【内容】絵本の読み聞かせなど

もりけんに挑戦（27年度３級問題）�（正解は10ページに掲載）
「緋

あか

い記憶」で直木賞を受賞した、盛岡にゆかりの作家は誰ですか。
①森

もり

荘
そう

已
い

池
ち

　②中津文
ふみ

彦
ひこ

　③高橋克
かつ

彦
ひこ

　④三好京
きょう

三
ぞう

表１　振る舞いの日時など
日時 店舗 提供数

10/７㈯
11時～15時

ばっちゃん工房産
直（薮川字外山）
☎681-5515

50杯

10/８㈰
11時半～12
時半

てんぐの里106　
（川目６）
☎654-2201

150杯

10/21㈯
①10時半～
　13時
②11時～15時

①あいさい舘（上
鹿妻山崎）
☎659-0022
②花山野（手代森
24）☎696-3420

①150杯
②200杯

10/22㈰
10時半～13時

あいさい舘（上鹿
妻山崎）
☎659-0022

150杯

表２ 子ども科学館の各種イベント
イベント名 日時 内容（費用） 定員

チャレンジサイエンス
①光の万華鏡
②米の鮮度を科学で
解明
③アルギンボール

①10/７㈯
②10/14㈯
③10/28㈯
10時半～11時と11時
半～12時

岩手大の先生を招いて楽しい実験
と工作にチャレンジ（無料）
※各日９時から先着順に整理券を
１人１枚配布

各回
20人

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

10/７㈯・11/４㈯
①18時～18時半
②18時半～20時
③19時～19時半

①今夜の星空みどころ案内②星を見
る会（①②無料）③星音～2000年代
Ｊ－ROCK～（中学生以下200円、高
校生以上500円）

①③
各回

160人
②なし

ワークショップ
「フルーツキーホル
ダー」

10月の毎週日曜と９㈪
10時半～12時と14時
～15時半

プラスチック粘土を使ってフルー
ツ型のキーホルダーを作る
（各回100円）

各回
30人

サイエンスショー
「空気のチカラ」

10月の毎週日曜と９㈪
13時～13時20分

大気圧を使った実験ショー
（展示室入場料が必要） なし

表３　水質検査受付日
月 簡易検査 一般検査

10月 16日・23日 23日
11月 13日・20日 13日
12月 11日・18日 11日

来年１月 22日・29日 29日
来年２月 ５日・19日 19日
来年３月 ５日・12日 ５日

相　談

催　し

図　書
お知らせ

月日 接骨院名 電話番号
10/１ ひかり整骨院（中ノ橋通一）651-0480
10/８ 村上整骨院（青山一） 645-2313
10/15 整骨院りゅう（本宮一） 636-2577
10/22 みかわ接骨院（西仙北一）681-2577
10/29 ふくしま整骨院（下飯岡１１）639-7557

【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

接骨院の日曜当番

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

10/８
㈰

内 開運橋消化器内科クリニック 大通三丁目９-３菱和開運メディカルビル２階 613-3336
えいづか内科胃腸科クリニック 緑が丘四丁目１-７ 663-7788

外 くわた脳神経外科クリニック 北飯岡一丁目２-68 656-5636
小 よしだクリニック 西仙北一丁目30-50 635-8341
歯 盛岡ながの脳神経・歯科クリニック 津志田16-17-２ 639-0124

薬
銀河薬局開運橋店 大通三丁目９-３ 601-5562
ハーブ薬局 緑が丘二丁目８-26 665-2288
本宮センター薬局 北飯岡一丁目２-71 656-5867
ひばり薬局 西仙北一丁目30-51 635-9797

10/９
㈪

内 工藤内科ハートクリニック 中ノ橋通一丁目７-13 653-6811
森谷医院 高松三丁目11-29 663-1247

外 池田外科・消化器内科医院 境田町５-18 648-3200
小 西島こどもクリニック 上田一丁目19-11 651-1369
歯 ながはま歯科医院 長田町21-43 653-8911

薬
中ノ橋薬局 中ノ橋通一丁目７-15 624-2823
どんぐり薬局たかまつ 高松三丁目11-23 661-6995
みつや薬局 中屋敷町１-33 648-6060
あおば薬局上田店 上田一丁目18-50 622-0370

10/15
㈰

内 かつら内科クリニック 本宮字小板古瀬13-２ 658-1223
内科クリニックすずき 北松園二丁目15-４ 662-2888

外 みやた整形外科医院 上堂二丁目４-12 656-6350
小 吉田小児科 梨木町２-13 652-1861
歯 中村・北條クリニック 西仙北一丁目32-15 636-3555

薬
クローバー薬局 本宮字小板小瀬13-３ 656-2011
サンタウン調剤薬局 北松園二丁目13-１ 662-0576
リリィ薬局盛岡北店 上堂二丁目４-11 681-0165
ぺんぎん薬局 梨木町２-14 652-3345

岩手ビッグブルズ17-18シーズンいよいよ開幕！

岩手ビッグブルズの公式戦で使用する移動型室内競技表示盤をtoto（スポーツ振
興くじ）助成金を活用して設置しました。

　バスケットボール男子のBリーグ２部の今季が開幕し、ビッグブルズのホー
ムゲーム初戦は10月7日㈯、盛岡タカヤアリーナ（本宮五）で行われます。今
シーズンは、身長２㍍14の巨体でゴール下を支配する「ビッグ・マイク」ことマ
イケル・ビューキャナン選手を筆頭に戦力もアップ。ブルズの選手たちから目
が離せません！皆さんも一緒に応援しませんか。【問】同事務局☎622-6811


