もりけんに挑戦（27年度３級問題）（正解は10ページに掲載）
盛岡の北山にある寺で、かつて江戸の感応寺を模した五重塔が建っていた寺
はどこですか。 ①法泉寺 ②東禅寺 ③教浄寺 ④聖寿寺

情報インデックス

●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】11月７
日㈫・９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

●高齢者・障がい者なんでも110番
【日時】
11月８日㈬13時～17時【場所】県福
祉総合相談センター（本町通三）
【申し込
み】東海林法律事務所☎623-9511
（当日
は☎625-0110）
で電話または直接受け付け
し ょ う じ

●リハビリ無料相談会
【日時】
11月９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

●成年後見相談
【日時】11月９日㈭・16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

●補聴器無料相談会
【日時・場所】
11月15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

●女性のための法律相談
【日時】11月27日・12月25日・来年１月
29日・２月26日・３月26日、月曜、10時
～12時【場所】もりおか子育て応援プラ
ザm a*m all（大通三）
【定員】各先着
２人【費用】無料※託児は有料【申し込
み】開催月の１日（１月は４日）９時から
子ども青少年課☎613-8354で電話受
け付け※託児利用は５日前までに申し
込み【広報ＩＤ】1020965
マ

モ ー ル

催

し

●もりおか歴文館新収蔵資料展
寄贈などにより新たに収蔵した資料を
広

告

８［広報もりおか 29.11.１］

どころ

●市立病院神経精神科作品展
【日時】11月９日㈭～10日㈮、10時～15時
※10日は13時半まで【場所】市立病院（本
宮五）
【内容】精神科作業療法利用者に
よる作品や手作り菓子の販売、バザーな
ど。10日は14時から、同病院神経精神科
の岩城 忍 医師による不眠についての講演
【費用】無料【問】同病院☎635-0101
い わ き しのぶ

●西部公民館まつり2017
【日時】11月10日㈮～12日㈰、９時～
16時※12日は15時まで【内容】同館で
活動する団体による作品展示や舞台発
表、茶会、手打ちそば模擬店、こども囲
碁教 室、おやつ販売など【問】同館☎
643-2288【広報ＩＤ】1017252

●なくそう！女性に対する暴力
【日時】11月10日㈮～16日㈭、９時～21
時半※土・日曜は17時、16日は15時まで
【場所】もりおか女性センター（中ノ橋通
一）ほか【内容】DV防止の啓発パネル
展示など▶街頭キャンペーン【日時・場
所】11月11日㈯12時～15時はイオンモー
ル盛岡南（本宮七）、15日㈬11時～13時
はホットライン肴町（肴町）
【内容】クイ
ズや啓発グッズの配布など【問】同セン
ター☎604-3303【広報ＩＤ】1017291

●見前地区公民館まつり
【日時】11月11日㈯～12日㈰、10時～
16時【場所】見前地区公民館（津志田
中央二）
【内容】同館で活動する団体に
よる発表や作品展示【問】同館☎6391788【広報ＩＤ】1020943

●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

●全日本わんこそば選手権
第32回全日本わんこそば選手権を開催
します。入場無料です。
※選手権出場者の
募集は締め切りました。
【日時】
11月12日㈰
10時～15時【場所】盛岡つなぎ温泉ホテル
紫苑
（繫字湯の舘）
【問】㈱中原商店内、盛

●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。申し込みは動物資料
館前で開始10分前から先着順に受け
付けます。いずれも入園料が必要です。
【問】同園☎654-8266 リースを作
ろう【日時】11月12日㈰・19日㈰、13時
半～15時【定員】各30人 マツボックリ
ツリーを作ろう【日時】11月23日㈭・26
日㈰、13時半～14時半【定員】各30人
▲

【日時】
11月８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

【日時】11月６日㈪～20日㈪、10時～
16時【場所】大慈清水御休み処（鉈屋
町）
【内容】
「盛岡の四季」など19点を
展 示【費用】無料【問】同御休み処☎
622-8989【広報ＩＤ】1021042

【日時】11月12日㈰13時～16時【場
所】キャラホール（永井24）
【内容】県内
の合唱団やサークルによる発表会【費
用】無料。当日会場へどうぞ【問】同ホ
ール☎637-6611【広報ＩＤ】1021162

▲

●空き家・不動産無料相談会

●井堂雅夫版画展

●キャラホール童謡唱歌を歌う会

●老人の意見発表大会
豊富な人生経験で培った意見や思い
を高齢者が発表します。
【日時】
11月14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）
【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

せ ん け か んきゅうか い

おもてせ ん け ど う も ん か い

千家官休会と表千家同門会による茶会
【費用】900円【問】同館☎654-5366

●おでって芸能館
【日時】11月19日㈰13時半～15時半
【場所】プラザおでって（中ノ橋通一）
【内容】南矢幅さんさ踊り保存会と中
野七頭舞保存会、北上翔南高鬼剣舞部
による演舞【費用】前売り1200円、当
日1500円。中学生以下無料。前売り券
は同館２階で販売中【問】同館☎6043300【広報ＩＤ】1021074
なな づ まい

●都市景観シンポジウム
【日時】11月22日㈬13時半～16時半【場
所】プラザおでって（中ノ橋通一）
【内容】
29年度都市景観賞の表彰と㈱モリノバ
の浅野聡 子 代表取締役による「盛岡の
ひととまちの出会いが生まれる場所づく
りを目指して」と題した基調講演など【費
用】無料。当日会場へどうぞ【問】景観政
策課☎601-5541【広報ＩＤ】1010212
あき

【日時】11月11日㈯11時～11時半【対
象】４歳～小学生
◎おひざにだっこの会
【日時】11月17日㈮10時半～11時【対
象】乳幼児
（♠）は幼児～小学生が対象の催しです。 ■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎かみしばいのへや（♠）
【日時】
11月８日㈬10時半～11時【対象】幼児
●施設の利用制限と休館日変更
【日時】11月９日㈭15時半～16時
■都南公民館（永井24☎637-6611）
◎おはなしころころ
◎子どもシネマランド
みちのくコカ・コーラボトリングリ
【日時・対象】11月10日㈮、10時20分
【日時】11月11日㈯10時半～11時半
ンク（本宮五）☎601-5001：11月５日
～11時は１歳３カ月以上、11時10分～
㈰・19日㈰・21日㈫は終日、利用でき
■松園地区公民館
（東松園二☎661-8111）
●差し押さえ物件の公売
11時半は１歳２カ月以下
ません 市立総合プール（本宮五）☎
◎おはなし★らんど
◎おはなしのじかん
634-0450：11月17日㈮～19日㈰・21
【日時】11月８日㈬10時～12時【対象】
市が 差し 押さえた不 動産や動産を
日㈫・26日㈰は終日、利用できません。
未就学児
Yahoo!官公庁オークションで公売します。 【日時・対象】11月11日㈯、11時～11
時20分は４歳～小学１年生、11時半～
公売方法や期間など詳しくは市公式ホー
＜訂正＞
●30年度保育施設の入園受付
12時は小学２年生以上
ムページをご覧ください。
【申込期間】11
10月１日号６ページに掲載した
◎えほんのへや（♠）
月８日㈬13時～21日㈫23時【問】納税課
【受付期間】11月６日㈪～20日㈪、９
「弾道ミサイル発射などの情報が
【日時】11月16日㈭15時半～16時
☎613-8466【広報ＩＤ】1010803
時～17時※日曜を除く【対象】市に住民
届いたら」について、屋外にいる場
■都南図書館（永井24☎637-3636）
登録をしている人【申し込み】各保育施
合の行動は「近くの建物の中か地
●工場用地を売却します
◎「指で読む絵本」
（点訳絵本）の展示
設に備え付けの入園申込案内を確認の
下に避難する」に訂正します。
【期間】11月１日㈬～17日㈮
上、入園申込書と健康状態等調査票を
盛岡工業団地に隣接する渋民野球場
◎おはなしのじかん
第１希望の保育施設へ直接提出してくだ
跡地（渋民字岩鼻）を入札により売却し
さい。詳しくは市公式ホームページで確
ます。購入を希望する人は11月30日㈭ 【日時】
11月８日㈬11時～11時半【対象】幼児
認してください【問】子育てあんしん課☎
17時までに入札参加の申し込みが必要
◎おとぎのへや（♠）
【受付時間】９時～17時
626-7511【広報ＩＤ】1002502
です。詳しくは市公式ホームページをご
【日時】毎週土曜、14時半～15時
覧ください。
【問】ものづくり推進課☎
■渋民図書館（渋民字鶴塚☎683-2167）
※当番院が変更になることがあるので、事
●条例案への意見を募集
前に電話で確認してから利用してください
626-7538【広報ＩＤ】1021085
◎えほんのへや
【日時】11月15日㈬15時半～16時【対
旧盛岡競馬場跡地（上田）の自由広場
月日
接骨院名
電話番号
●成人のつどい入場券について
11/５ さとう整骨院（月が丘一） 641-7586
象】小学１～３年生
ゾーンに設置する施設に関する条例案へ
11/12 小山田接骨院（東松園二）663-2574
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
の意見を募集します。応募方法など詳し
来年１月７日㈰14時から、盛岡タカヤ
11/19 ひかり整骨院（高松二） 663-7515
◎わくわくおはなし会
くは、市公式ホームページをご覧ください。 アリーナ（本宮五）で成人のつどいを開
11/26 小笠原整骨院（好摩字上山） 682-0106
【募集期限】11月20日㈪17時【問】企画
催。対象は平成９年４月２日～平成10年
調整課☎613-8394【広報ＩＤ】
1021246
４月１日生まれ。参加には入場券が必要
で、市内在住の対象者には11月中旬に
●盛岡ブランド表彰候補者の
内：内科、外：外科・整形外科、小：小児科、歯：歯科、薬：薬局
送付します。市外在住で帰省先が市内
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。
推薦を募集
にある参加希望者は、往復はがきでの
日 区分
名称
所在地
電話番号
申し込みが必要です。詳しくは市公式ホ
盛岡ブランドの推進に寄与し、功績が顕
鎌田内科クリニック
本宮二丁目20-１
636-1725
内
ームページをご覧ください【問】生涯学
著な人や団体を表彰する「もりおか暮らし
加賀野消化器内科・内科クリニック 天神町11-８
604-1123
習課☎639-9046【広報ＩＤ】1003281
物語賞」候補者の推薦を募集。推薦方法
外 栃内病院
肴町２-28
623-1316
小 寺井小児科医院
山王町１-９
623-8249
など詳しくは市公式ホームページをご覧く
11/３
●市スキースポーツ少年団団員募集
歯 国労会館歯科
盛岡駅前北通４-４国労会館２階 653-5228
ださい。
11月30日㈭17時締め切り
【問】都市
㈮
あざみ薬局本宮店
本宮二丁目20-18
631-2888
戦略室☎613-8370【広報ＩＤ】
1009730
【対象】小学１年～中学生【定員】基礎
天神町薬局
天神町８-24
681-2441
薬
80人、競技30人【申し込み】11月11日
中津川薬局
肴町８-５
604-2300
●シネマアートギャラリー2018
茶畑薬局
茶畑二丁目６-14
622-1800
㈯14時から市総合プール（本宮五）で
大浦内科・歯科クリニック
津志田西二丁目13-３
639-3315
展示作品の募集
直接受け付け。会費など詳しくは市ス
浅岸一丁目12-22
621-8680
内 かなやま内科医院
キースポーツ少年団の坂本さん☎662映画に関する絵画を募集し、映画館
渋民中央病院
渋民字大前田53-２
683-2336
3814へお問い合わせください
通りなどに展示する「シネマアートギャ
外 ヒロバランスクリニック
松園二丁目37-10
664-6037
11/５ 小 川久保病院
津志田26-30-1
635-1305
ラリー2018」を開催します。応募作品は
●野外焼却に注意
歯 双木歯科医院
月が丘二丁目３-25
645-7311
㈰
審査の上「もりおか映画祭2018」で入
つばさ薬局
津志田西二丁目13-５
632-2166
賞作品の表彰を行います。
【募集期間】
ごみの野外焼却は法律で禁止されてい
なすかわ薬局
名須川町24-１
605-8130
薬
マリーン薬局
松園二丁目37-８
664-0566
来年１月19日㈮まで。応募方法など詳
ます。農林業のためのやむを得ない焼却
オーロラ薬局
南仙北三丁目２-30
635-1233
しくは市公式ホームページをご覧くださ
など例外も認められていますが、その場
小豆嶋胃腸科内科クリニック
仙北三丁目13-20
636-1503
内
い【問】経済企画課内、もりおか映画祭
合でも草木を十分乾燥させて少しずつ焼
中村内科医院
若園町２-５
622-7103
2018シネマアートギャラリー事務局☎
却するなど、火災を起こさないよう注意し
外 細井外科医院
大沢川原一丁目１-２
624-2715
小 中村こどもクリニック
上厨川字杉原50-47
648-7711
613-8389【広報ＩＤ】1021191
ましょう。【問】環境企画課☎613-8419
11/12
当日1500円。前売り券は11月６日㈪か
ら同館や市内プレイガイドで販売【問】
同館☎654-2911【広報ＩＤ】1021061

お知らせ

を販売します。降車の際は、乗 務員が
パスを見やすいよう提示してください。
【販売日時】11月13日㈪以降の月～金
曜※年末年始と祝日を除く、10時～15
時【販売場所】ななっく１階バス乗車券
売場、盛岡駅前バス案内所など※神明
町のバス仮設乗降所では販売しません
【対 象】市内在住で購入時に70歳以
上の人【販売価格】5400円【問】県交
通☎654-2141か県北バス☎641-1212、
JRバス東北☎604-2211

福祉のために。

図

書

▼

談

岡三大麺普及協議会事務局☎647-0474

▼

相

展示します。
【日時】
12月18日㈪まで、
９時
～18時
【場所】
もりおか歴史文化館
（内丸）
【費用】展示室入場料が必要【問】
同館☎
681-2100【広報ＩＤ】
1020946▶ギャラリ
ートーク
【日時】
11月３日㈮13時半～14時

こ

●農業を始めたい人の見学会

市内で新たに農業を始めたい人や就
農して間もない人を対象に、先進的な取
り組みをしている農業者らの田畑や施
設の見学会を開催します。
【日時】11月
●もりげきライヴ
27日㈪13時半～16時半【定員】先着15
人【費用】保険料が必要【申し込み】は
【日時】
11月15日㈬19時～21時【場所】盛
がきに住所と名前、年齢、性別、電話番
岡劇場（松尾町）
【出演】Ease、澤田トリオ
プラス
【費用】前売り1000円、当日1200円。 号を記入し、〠020-0878（住所不要）
農政課「新規就農者現地見学会」担当
小学生以下無料【問】
同劇場☎622-2258
へ。11月20日㈪必着【問】同課☎613●絵で伝えよう！私の町のたからもの
8458【広報ＩＤ】1008201
【日時】11月17日㈮～19日㈰、10時～
●保育士の再就職研修会
17時※19日は16時まで【場所】テレビ岩
手（内丸）
【内容】市内の小・中学生によ
【日時】11月30日㈭９時半～12時【場
る絵画展【費用】無料【問】盛岡ユネス
所】ふれあいランド岩手（三本柳）
【内
コ協会の藤澤さん☎090-7664-4073
容】保育士の資格がある人が安心して
再就職するための講話や実践【定員】
●盛岡弁で語る昔話
40人【費用】無料【申し込み】11月24
日㈮まで保育士・保育所支援センター
【日時】
11月18日㈯14時～14時半【場所】
も
☎637-4544で電話受け付け
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による語り
【定員】先
●高橋克彦版「四谷怪談」
着50人【費用】展示室入場料が必要【問】
同館☎681-2100【広報ＩＤ】
1019825
【日時】12月10日㈰、11時～14時と15
時～18時【場所】もりおか町家物語館
●月釜茶会
（鉈屋町）
【内容】平成12年に上演され
た舞台の録画ビデオ上映と高橋克彦さ
【日時】11月19日㈰９時半～15時【場所】
中央公民館（愛宕町）
【内容】武者小路
んによるトーク【費用】前売り1200円、
イ ー ズ

みず ほ

かつひこ

む しゃ こう じ

表 子ども科学館の各種イベント（いずれも定員はなし）
イベント名
日時
内容（費用）
岩手大の天文学部による太陽の観察
太陽を見る会 11/11㈯・25㈯、13時～15時
会。悪天候時は太陽の解説（無料）
①11/12②11/19③11/26④ ①地球と生物の日曜日②レゴロボット
サイエンスな 12/３、日曜、体験は10時半・ な日曜日③カミナリを見よう！④石け
日曜日
11時20分・13時の各30分間、シ んで汚れをおとす日曜日（展示室入場
ョーは11時・14時の各20分間
料が必要）
ロボットコン
県内の中学生が設計・製作したロボッ
12/２㈯10時～12時
テスト大会
トによる競技（無料）

ヤ

フ

ー

接骨院の日曜当番

休日救急当番医・薬局

●まちなか・おでかけパスを販売

●寄付をいただきました

12月１日㈮から来年５月31日㈭まで
利用できる「まちなか・おでかけパス」

■第21回チャリティーみちのく芸能大
会（向田三 男 会長）13万934円。社会

広

みつ

お

㈰

歯 新津歯科クリニック
せんぼく調剤薬局
せいりゅう薬局
薬
つくし薬局下の橋店
ミルキー薬局

神明町10-38
仙北三丁目13-22
紺屋町６-24藤井ビル102
大沢川原一丁目１-３
上厨川字杉原50-48

623-4611
635-0330
623-1511
624-8730
646-0369

告

［広報もりおか 29.11.１］９

