もりけんに挑戦（27年度３級問題）（正解は10ページに掲載）
中の橋のたもとにある、盛岡藩士、大島高任と島立甫の業績を顕彰するために作られたものは何ですか。
①ガス灯 ②ベンチ ③石碑 ④胸像

情報インデックス
相

談

●もりおか昔話
【日時】10月29日㈰14時～15時【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 さんと同
館の畑 中 美 耶 子 館長が「酉 」をテーマ
にした昔話を盛岡弁で語る【定員】先
着50人【費用】入館料が必要【問】同館
☎681-2100【広報ＩＤ】1019825

●都南歴史民俗資料館
移動資料展関連イベント

都南公民館（永井24）で、山の仕事
●無料の法律相談
に関する次のイベントを開催。費用は無
料です。いずれも10月18日㈬10時から
民事全般について、弁護士に相談で
同館☎637-6611で先着順に電話また
きます。
【相談時間】1人20分【場所】
は直接受け付けます。▶「消えゆく伝統
市役所別館６階の広聴広報課内、市民
工芸～大ケ生高江柄地区の竹細工～」
相談室【定員】各回10人▶くらしの法
律相談【日時】11月分は13日㈪・27日
【日時】10月29日㈰・11月３日㈮、13
●不来方大学院文化祭
㈪、10時～15時【対象】市に住所があ
時半～14時【内容】竹細工を中心に、学
芸調査員が展示資料を解説【定員】各
る人【申し込み】希望相談日の前週の
中央公民館（愛宕町）で、不来方大学
回15人▶「冬山の装い“ハバキ”を作っ
月曜、９時から広聴広報課の予約専用
院生がクラブ活動の成果を発表します。
【日時】11月３日㈮14時半
電話☎626-7557で先着順に電話受け
作品展示【日時】10月20日㈮～22日㈰、 てみよう！」
～16時【内容】かつて使用した防寒具
付け▶無料法律相談【日時】毎週水曜、 ９時～16時※22日は12時まで 舞台発
10時～15時【申し込み】希望相談日の
表【日時】10月21日㈯12時～15時【問】
「ハバキ」の制作体験【定員】5人
前週の水曜９時から盛岡法律相談セン
同館☎654-5366【広報ＩＤ】1020989
●見前南公民館秋のコンサート
ター☎623-5005で先着順に電話受け
●小田中耕一展
付け
【日時】10月29日㈰10時～12時【場
所】見前南地区公民館（西見前13）
【内
【日時】10月21日㈯～来年１月14日
●休日納付相談
容】ハーモニカに合わせた合唱やステー
㈰、10時～17時【場所】もりおか啄木・
ジ発表【費用】無料【問】同館☎601賢治青春館（中ノ橋通一）
【内容】人間
【日時】10月22日㈰９時～16時【場所】納
国宝の故・芦 沢 銈 介 さんに師事した紫
6735【広報ＩＤ】1020992
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
波町在住の型染作家・小田中耕一さん
●乙部地区公民館まつり・
自動車税、国民健康保険税の納付と、相
の作品を展示【費用】無料【問】同館☎
健康まつり
談の受け付け【問】納税課☎613-8462
604-8900【広報ＩＤ】1020967
【日時】10月29日㈰９時40分～14時半
●福祉の仕事出張相談
●盛岡の魅力フォト展
【場所】乙部地区公民館（乙部６）
【内
容】作品展示や舞台発表、体脂肪・血
【日時】10月24日㈫13時～16時【場所】
【日時】10月22日㈰～11月12日㈰、９
圧測定など【費 用】無 料【問】同館☎
アイーナ（盛岡駅西通一）
【内容】県福祉
時～18時【場所】もりおか歴史文化館
696-2081【広報ＩＤ】1020944
人材センターへの求職登録や求人情報
（内丸）
【費用】無料【問】同館☎681の提供など【問】同センター☎637-4522
2100【広報ＩＤ】1020947
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●第71回読書週間記念講演会

国の行政全般についての苦情や相談、
意見、要望などを受け付けます。
【場所・
日時】 カワトク８階相談コーナー：毎
月第２・第４金曜、10時～16時 都南分
庁舎（津志田14）
：偶数月の第４水曜、
13時～16時 玉山地域：毎月第２水曜、
10時～12時。11月から月ごとに、好摩地
区公民館（好摩字野中）、玉山地区公民
館（日戸字鷹高）、玉山総合福祉センター
（渋民字泉田）の順に開催 イオン渋民
店：毎月20日、11時～15時【問】岩手行
政監視行政相談センター☎622-3470

動物公園（新庄字下八木田）で、次の
イベントを開催。入園料が必要です。い
ずれも開始10分前から受け付けます。
サンショウウオ探検隊【日時】10月
21日㈯・22日㈰、13時～13時40分【内
容】サンショウウオを捕まえて観察【定
員】各日30人【申込場所】サル山前 ラ
イオンに肉をあげよう！【日時】10月22
日㈰11時～11時半【内容】柵越しにライ
オンに餌やり【定員】15組※定員を超え
た場合は抽選【申込場所】ライオン舎前
【問】同園☎654-8266

▲

▲

し

▲

▲

催

▲

●動物公園に行こう

▲

●行政相談

●科学談話会

がく し

▲

盛岡てがみ館
（中ノ橋通一）
で、
明治から
昭和にかけての年賀状を展示します。
いず
れも入館料が必要です。
※11月３日は入館
料無料【日時】来年２月12日㈪まで、
９時～
1８時 ギャラリートーク
【日時】
11月３日
㈮・12月23日㈯、
14時～15時【内容】企画
展について当館学芸員や館長が解説
【問】
同館☎604-3302
【広報ＩＤ】
1020953
広

告

８［広報もりおか 29.10.15］

●ゆぴあすのハロウィン
【日時】
10月28日㈯～31日㈫、10時～20
時半【場所】ゆぴあす（上田字小鳥沢）
【内
容】プールや浴場を有料で利用した小学
生以下にハロウィンのお菓子をプレゼント
（先着200人）
【問】同施設☎662-1414

え

たか

し

●第９回グラウンドゴルフ大会
【日時】11月１日㈬８時半～14時【場所】
都南つどいの森特設コース（湯沢１）
【対
象】60歳以上【費用】2000円【申し込
み】10月18日㈬10時から都南老人福祉
センター☎638-1122で先着順に電話受
け付け。10月27日㈮17時締め切り

●図画コンクール入賞作品展示会
【場所・日時】 都南公民館（永井24）
：
11月３日㈮～８日㈬、
９時～17時 マリオ
ス（盛岡駅西通二）
：11月18日㈯～23日
㈭、
９時～17時【内容】きれいな街づくり
運動図画コンクールと花の児童画コンク
ールの入賞作品を展示【問】環境企画課
☎613-8419【広報ＩＤ】1020872
▲

●企画展「年賀状の歴史」

なが

▲

【日時】
10月26日㈭18時半～20時【場所】
市立図書館（高松一）
【内容】岩手大の石
村学志准教授が「持続的なサメ漁業の取
り組み」について講演【費用】無料【問】同
館☎661-4343【広報ＩＤ】
1020816

【日時】10月29日㈰14時～16時【場
所】市立図書館（高松一）
【内容】さわ
や書店の長 江 貴 士 さんが「書店員Ｘか
く語れり『常識』を打ち破るチカラ」と
題して講演【定員】50人【申し込み】10
月17日㈫10時から先着順に電話または
直接受け付け【広報ＩＤ】1021019

●文化の日記念イベント
文化の日を記念し、11月３日㈮に次の

イベントを開催します。
■先人記念館（本宮字蛇屋敷）
▶館内無料開放【時間】９時～17時▶茶
会【時間】10時～16時【内容】武者小路
千家岩手官休会による記念茶会【費用】
300円（茶会券）▶樹木めぐり【時間】
10時半～11時半まで【内容】当館ボラン
ティアと館内の樹木を観察【申し込み】
樹木めぐりのみ開始30分前から先着順
に直接受け付け※雨天中止有り【問】同
館☎659-3338【広報ＩＤ】1020956
■石川啄木記念館（字渋民）
▶啄木スタンプラリー【日時】11月３日
㈮９時～16時【内容】館内にあるスタン
プを集めた先着30人に啄木グッズをプ
レゼント【費用】入館料無料【問】同館
☎683-2315【広報ＩＤ】1020958

●芸術の秋

音楽鑑賞会

【日時】11月３日㈮14時～15時【場所】
もりおか歴史文化館（内丸）
【内容】シ
ンフォニエッタ盛岡によるバイオリンや
チェロ、弦楽器による演奏会【定員】先
着50人【費用】無料【問】同館☎6812100【広報ＩＤ】1020948

●超電導・加速器に関する講演
【日時】11月11日㈯14時～16時【場所】
岩手大理工学部テクノホール（上田一）
【内容】国際リニアコライダーなど、将
来 の 暮らしや科 学 技 術に関わる超電
導・加速器の医療への貢献について講
演【定員】先着280人【費用】無料【問】
同学部の藤 代 博 之 教 授 ☎621- 6363
【広報ＩＤ】1020881
ふじ しろ ひろ ゆき

●中央卸売市場開放デー
中央卸売市場（羽場10）で11月18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】旬のサケを使い、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
課へ郵送。ファクス614-1020でも受け
付けます。11月２日㈭必着。定員を超え
た場合は抽選【問】同市場☎614-1000
【広報ＩＤ】1017256

●笑顔の似顔絵プレゼント
サ

ガ

カ

ガ

似顔絵ユニット「S AG AK AG A」さ
んが、あなたの似顔絵を描きます。
【日
時】11月25日㈯・12月16日㈯10時～16
時 半【場所】もりおか歴史文化 館（内
丸）
【定員】各20人【費用】無料【申し
込み】11月分は10月24日㈫、12月分
は11月23日㈭、11時から同館☎6812100で先着順に電話受け付け

●藤原真理 チェロ・リサイタル
【日時】来年2月18日㈰14 時～16時
【場所】市民文化ホール小ホール（盛
岡駅西通二）
【費 用】全 席指定。Ｓ席
4500円、Ａ席3500円、Ｕ-25チケット
（Ｓ・Ａ席選択可、25歳以下）1500円。
11月２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

お知らせ
●パブリックコメントを実施
市は、盛岡南地区都市再生整備計画
事後評価について、意見を募集します。
事後評価原案は、都南分庁舎１階の盛
岡南整備課に備え付けるほか、市公式
ホームページにも掲載します。
【募集期
間】10月17日㈫～10月31日㈫17時【提
出方法】任意の用紙に住所と名前、意
見を記入し、〠020-8532（住所不要）
都南分庁舎盛岡南整備課へ郵送。持参
またはファクス639-9035、市公式ホー
ムページでも受け付けます【問】同課☎
639-9032【広報ＩＤ】1020942

●無料開放のお知らせ
「東北文化の日」に伴い、
もりおか歴史
文化館（内丸）
２階展示室を無料開放し
ます。
【日時】
10月29日㈰９時～19時【問】
同館☎681-2100【広報ＩＤ】1006829

●市立幼稚園の願書受け付け

募集します。【対象】市に住民登録があ
り、埋蔵する焼骨と火葬許可証を持って
いる人※市営墓園を使用中の人と他墓
地から改葬する人を除く【申し込み】市
営墓園管理事務所（新庄字上八木田）
と市保健所企画総務課に備え付けの申
込用紙に必要事項を記入の上、いずれ
かへ提出してください。11月２日㈭必着。
11月19日㈰に市保健所（神明町）で抽
選【問】同課☎603-8301または同事務
所☎651-4023【広報ＩＤ】1000928

時20分は４歳～小学１年生、11時半～
12時は小学２年生以上
◎つくってあそんでこども図書館まつり
【日時】
11月３日㈮14時～16時
【内容】工作
やゲームをして遊ぶ【対象】
４歳～小学生
■都南図書館（永井24☎637-3636）
◎だっこのおはなし会
【日時】10月24日㈫10時45分～11時
15分【対象】生後４カ月～１歳半
◎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・対象】10月18日㈬15時半～
16時は小学１～３年生、11月４日㈯11
時～11時半は幼児
■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
【日時】10月25日㈬10時半～11時
■西部公民館
（南青山町☎643-2288）
◎おはなしのひろば（♥）
【日時】10月21日㈯10時半～11時10分

わ

●Ｗａのまちもりおかリース展
リース大賞2017作品募集
森林資源や身近な素材で作ったリー
ス作品を募集します。
【募集期間】11月
24日㈮～26日㈰、10時～17時【作品受
付場所】市役所肴町分庁舎５階【申し
込み】市公式ホームページまたは市役所
本館１階窓口案内所に備え付けの応募
用紙にリースの写真を添付し、提出して
ください。詳しくは、市公式ホームペー
ジをご覧ください【広報ＩＤ】1001915

●最低賃金が改定されました
県内の最低賃金が、表２のとおり改
定されました。パート労働者やアルバイ
トなどを含む全ての労働者に適用され
ます。
【問】岩手労働局☎604-3008
表２ 最低賃金時間額
改正前
改正後
適用年月日
716円
738円 平成29年10月１日

●市の推計人口（9月１日現在）

マイナポータル
が始まります
【問】総務課☎626-7513
【広報ＩＤ】1021075

▌マイナポータルとは？
インターネットを利用して、税や福
祉に関する特定個人情報の確認や、自
身の情報を行政機関が適切に取り扱っ
ているかチェックすることができる
サービスです。現在は試用期間として
稼働していて、今後、本格運用が始ま
る見込みです。

▌マイナポータル用端末の設置
自宅にパソコンが無いなど、マイナ
ポータルが利用できない人のために、
10 月 13 日から市役所の各庁舎などに
専用端末を配置しています。マイナン
バーカードと４桁の利用者証明用電子
証明暗証番号が必要です。

▌マイナンバーカードが申請できます
マイナポータル用端末は顔写真無料で
マイナンバーカードの交付申請にも利用
できます。ただし、申請には、交付申請
書が必要です。交付申請書を持っていな
い人や、住所・氏名に変更があった人は
本人確認書類を持参してください。詳し
くは市民登録課☎ 613-8307 へお問い合
わせください
※市役所本庁舎の情報公開室と保健所庁舎で
は、マイナンバーカードの交付申請はでき
ません

マイナポータル用端末設置場所
市民登録課（１階）
市役所本庁舎
情報公開室（６階）
都南総合支所 市民係（１階）
玉山総合事務所 税務住民課（１階）
青山・太田・簗川・繫の各支所
飯岡・乙部・薮川・玉山・巻堀の各出張所
子育てあんしん課
（１階）
母子健康課（２階）
保健所庁舎
子ども青少年課（４階）

【人口】29万5633人（男＝14万130人、
※各支所・出張所での端末の利用時間は、９
女＝15万5503人）
【対前月比】55人減
11月１日㈬から、市立各幼稚園で来
時～16時です
【世帯数】13万1393世帯【問】企画調
年度入園願書を受け付けます。
【問】太
整課☎613-8397
田幼稚園☎659-0597、米内幼稚園☎
667-2151、つなぎ幼稚園☎689-2555、
好摩幼稚園☎682-1300※入園料など
については学務教職員課☎639-9044
内：内科、外：外科・整形外科、小：小児科、歯：歯科、薬：薬局
へどうぞ【広報ＩＤ】1002726
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。
（♥）は幼児～小学生が対象の催しです。
日
区分
名称
所在地
電話番号
●蛇口パッキン点検と交換
■市立図書館（高松一☎661-4343）
佐藤内科クリニック
大通三丁目１－24第三菱和ビル４階 626-1115
◎えほんのへや（♥）
蛇口のパッキン点検と交換を無料で行
内 水沼内科循環器クリニック
中央通二丁目11-12明治中央通ビル１階 604-8002
八角病院
好摩字夏間木70-190
682-0201
【日時】10月19日㈭15時半～16時
います。※湯水混合の蛇口や給湯器、井
外 むろおか骨粗鬆症・整形外科クリニック 菜園一丁目11-１エスビル菜園４階 613-2760
◎児童文学を読む会
戸など自家水道設備は対象外【期間】11
10/22 小 村田小児科医院
紺屋町３-４
622-7132
【日時】10月25日㈬10時～12時
月６日㈪～14日㈫【申し込み】10月30日
歯 中屋敷歯科医院
緑が丘一丁目１-７オフィス緑が丘２階 661-2511
㈰
【内容】近藤尚子作「あかりさん、どこ
㈪～11月８日㈬、９時～17時、上下水道
会営内丸薬局
内丸17-24
625-1927
へ行くの？」
（フレーベル館）
局給排水課☎623-1411で電話受け付け
そうごう薬局盛岡中央通西店 中央通三丁目16-15
681-7101
薬
菜園よつば薬局
大通一丁目11-５
681-3222
◎かみしばいのへや（♥）
●市営墓園の使用者を募集
こんや町薬局
紺屋町３-７
653-1521
【日時】10月26日㈭15時半～16時
鈴木内科医院
八幡町２-17
623-3038
内
◎おはなしのじかん
市は、新庄墓園の芝生墓地と青山墓
おいかわ内科クリニック
上田一丁目18-46
622-7400
【日時・対象】10月28日㈯、11時～11
園の普通墓地の使用者を表１のとおり
外 向中野クリニック
向中野五丁目29-１
613-2227

図

表１

墓園の募集区画など
墓園・問い合わせ

面積
区画数
使用料
管理料
４平方㍍（２㍍×２㍍）
６
７万6000円 年2000円
新庄墓園（新庄字上八木田）
６平方㍍
☎651-4023
３
11万2000円 年3000円
（２.45㍍×２.45㍍）
青山墓園（みたけ一）
３平方㍍（２㍍×1.5㍍）
２
20万4000円
年600円
☎641-6244

広
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休日救急当番医・薬局

書

小 臼井循環器呼吸器内科・小児科 松園二丁目２-10
歯 中村歯科医院
仙北二丁目10-７
八幡町薬局
八幡町３-22
あおば薬局上田店
上田一丁目18-50
薬
調剤薬局ツルハドラッグ盛岡向中野店 向中野五丁目29-38
のぞみ薬局
松園二丁目３-３
※10月15日の休日救急当番医・薬局は、10月１日号に掲載しました。
10/29
㈰

広

662-9845
635-3777
604-7770
622-0370
656-5260
662-7733

告

［広報もりおか 29.10.15］９

