もりけんに挑戦（27年度３級問題）（正解は10ページに掲載）
前九年合戦で安倍氏が戦った相手は誰ですか。
①源氏 ②藤原氏 ③南部氏 ④福士氏

情報インデックス
談

●無料の法律相談

●女性の人権ホットライン強化週間
11月13日㈪～19日㈰は女性の人権ホ
ットライン強化週間です。盛岡地方法
務局は期間中、パートナーからの暴力や
ストーカーなど女性を巡る人権問題の
相談の受付時間を延長します。【相談
電話】女性の人権ホットライン☎0570070-810【受付時間】月～金曜は８時
半～19時、土・日曜は10時～17時

●境界問題合同相談会
土地の境 界に関する相 談に、境 界
問題相談センターいわてと盛岡地方法
務局・筆界特定室の相談員が応じます。
【日時】12月２日㈯10時～16時【場所】
アイーナ（盛岡駅西通一）
【費用】無料。
当日会場へどうぞ【問】県土地家屋調
査士会☎622-1276

●交通事故相談
交通事故の和解あっせんなどに、弁護
士が電話で相談に応じます【日時】月曜
～金曜、
９時～17時【問】交通事故紛争
処理センター仙台支部☎022-263-7231

●税務相談
盛岡税務署（本町通三）で、個別の
税務相談に応じます。電話予約が必要
です。
【受付時間】月～金曜、８時半～
17時【申し込み】同税務署☎622-6141
で電話受け付け※相続税と贈与税、譲
渡所得、財産評価に関する相談は、原
則木曜に行っています
広

告

８［広報もりおか 29.11.15］

【日時】12月17日㈰まで、９時～16時
【場所】都南歴史民俗資料館（湯沢１）
【内容】大正から昭和にかけての大 萱
生 鉱山に関する資料を展示【費用】無
料【問】同館☎638-7228【広報ＩＤ】
1020964
おお

が

ゆう

●県食育推進県民大会
【日時】11月23日㈭13時10分～16時
【場所】アイーナ（盛岡駅西通一）
【内
容】子どもが作る“弁当の日”提唱者の
竹下和 男 さんの講演や、りんごの森保
育園児による「りんごの一年」パネル発
表など【定員】400人【費用】無料。申
し込み方法など詳しくは、県の公式ホ
ームページをご覧ください【問】県民く
らしの安全課☎629-5385
お

の

えつ こ

ざか

は ま の きょう こ

●志波城から奥州平泉まで
～平泉文化の広がり～
【日時】12月２日㈯13時 半～15時半
【場所】遺跡の学び館（本宮字荒屋）
【内容】志波城造営から平泉文化の成
立までの歴史についてえさし郷土文化
館の相原康二 館長が講演【定員】先着
100人【費用】無料【問】志波城古代公
園☎658-1710【広報ＩＤ】1018472
こう

じ

●子育てフォーラム

【日時】11月24日㈮18時半～20時【場
所】市立図書館（高松一）
【内容】岩手
医大の安 平 進 士 助 教が「一つの細 胞
はどうやって二つになるか」と題し講演
【費用】無料。当日会場へどうぞ【問】
同館☎661-4343【広報ＩＤ】1021028

【日時】12月６日㈬10時～11時半【場
所】アイーナ（盛岡駅西通一）
【内容】キ
ャリアカウンセラーをしているすまいる
コミュニケーションの大村洋子さんが親
子間のコミュニケ―ションについて講演
【費用】無料。当日会場へどうぞ【問】
児 童センター保護者会 連 絡協議会 ☎
618-4446

●もりとぴあねっとまつり2017

●歴文館リーディングカフェ

【日時】11月25日㈯13時～15時半【場
所】イオンモール盛岡南（本宮七）
【内
容】古代風ストラップを作るワークショ
ップやサイエンスショーなど【費用】無
料。当日会場へどうぞ【問】志波城古代
公園内、もりとぴあねっと☎658-1710

【日時】12月24日㈰14時～15時【場
所】もりおか歴 史 文化 館（内丸）【内
容】市出身の童話作家・小野寺悦 子 さ
んの作品を、サックス奏者・西 部 邦 彦
さんの演奏に合わせ畑中美耶子館長が
朗読【定員】15人【費用】1000円【申
し込み】11月26日㈰11時から、同館☎
681-2100で先着順に受け付け

●科学談話会

やす ひら しん

じ

●講演会
「『私』を受け容れて生きる」
【日時】11月25日㈯13時半～15時【場
所】中央公民館（愛宕町）
【内容】3.11
絵本プロジェクトいわての末盛千枝子さ
んが自著『「私」を受け容れて生きる』
について講演【定 員】先着30 0人【費
用】無料【問】同館☎654-5366【広報
ＩＤ】1021317
すえもり ち

え

こ

●ゆぴあすイベント 人形劇
【日時】11月26日㈰10時半～11時【場
所】ゆぴあす（上田字小鳥沢）
【対象】
小学生以下【定員】先着60人。お菓子
のプレゼントあり【費用】無料【問】同施
設☎662-1414

よう こ

えつ

にし

み

や

べ

た。▶住宅を探している人：登録されて
いる賃貸住宅を県建築住宅センター（盛
岡駅西通一アイーナ２階）で閲覧できま
す▶入居を受け入れる事業者：支援住
宅として登録する住宅は、面積や設備な
どに基準が定められています。登録手数
料が必要。詳しくは同センター☎6234414へどうぞ【広報ＩＤ】1021297

●し尿のくみ取り依頼はお早めに
年末は依頼が集中し、くみ取りができ
ない場合があります。早めに業者へお申
し込みください。
【問】 盛岡地域：廃
棄物対策課☎626-3755 都南地域：
紫波、稗貫衛生処理組合☎672-2017
玉山地域：盛岡北部行政事務組合☎
0195-74-2716【広報ＩＤ】1001561

こ

くに ひこ

こ

●キャラホール
少年少女合唱団コンサート
【日時】来年２月11日㈰13時 半～15
時40分【場所】キャラホール（永井24）
【内容】
「ひょっこりひょうたん島」の合
唱ミュージカルなど【費用】500円。チ
ケットは同ホールと市民文化ホール、盛
岡劇場、姫神ホール、川徳で12月１日㈮
から販売【問】同ホール☎637-6611

お知らせ

●世界の子どもの本展

●住宅セーフティネット
登録制度が始まりました

都南図書館（永井24）で、57の国と
地域から48言語の子どもの本を展示し
ます。いずれも費用は無料です。
【日時】

高齢者・障がい者・子育て世帯などの
うち、住宅を確保するのが難しい人たち
に賃貸住宅を紹介する制度が始まりまし

ひえぬき

▲

【日時】11月26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

●山のチカラ 大萱生金山

かず

11月28日㈫～12月５日㈫、９時～17時
※28日は13時から【問】同館☎6373636 講演会「世界の子どもと本」
【日時】12月２日㈯10時～12時半【内
容】世界と子どもを結ぶ架け橋となる
本について、児童文学の翻訳家・野 坂
悦子さんと作家・濱野 京 子さんが講演
【対象】小学生以上【定員】50人【申
し込み】11月24日㈮10時から、同館で
先着順に電話または直接受け付け

▲

●休日納付相談

し

▲

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】12月分は11日㈪・25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、
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※12月27日は除く【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

催

▲

相

●鳥インフルエンザの
発生を予防しましょう
渡り鳥が飛来する季節になりました。
家庭で飼育されているニワトリなどは、
渡り鳥を介して鳥インフルエンザに感染
する可能性があります。鶏舎への野鳥
の侵入防止や、鶏舎とその周辺の消毒
など、予防対策を行いましょう。
【問】県
中央家畜保健衛生所☎688-4111【広
報ＩＤ】1008256

●ウォームビズで冬を快適に
ウォームビズは、寒い季節でも暖房
に頼り過ぎず快適に過ごそうという取
り組み。市は来年３月31日まで、市役所
の庁舎や各施設の室温が19度になるよ
う暖房を設定し、職員は重ね着をする
など、温かい服装で勤務します。皆さん
も温かい服装で市役所にお越しくださ
い。
【問】環境企画課☎626-3754【広
報ＩＤ】1021038

●油漏れに注意
冬は、家庭や事業所のホームタンク
からの灯油漏れにより、河川などの水質
汚濁事故が多発します。タンクの配管を
確認するほか、給油中はその場を離れ
ないなど、油漏れに注意しましょう。ま
た、油漏れ事故が起きたときや河川で
油膜、油臭を確認したときは、環境企画
課☎613-8419または盛岡消防本部☎
622-0119へ連絡してください。
【広報Ｉ
Ｄ】1010344

女＝15万5484人）
【対前月比】99人減
【世帯数】13万1404世帯【問】企画調
整課☎613-8397

図

書

■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎児童文学を読む会
【日時】11月22日㈬10時～12時
【内容】ルクサナ・カーン作「ジャミーラ
の青いスカーフ」
（さ・え・ら書房）
◎かみしばいのへや
【日時】11月23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】11月25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
◎えほんのへや
【日時】11月30日㈭15時半～16時
【対象】幼児～小学生
◎冬のちいさなおはなし会
【日時】12月２日㈯、①10時～10時半
②10時半～11時10分③11時10分～11

時50分【内容】①小さい子のお話し会
②大きい子のお話し会③一般向けの本
の紹介など【対象】幼児～一般
■都南図書館（永井24☎637-3636）
◎おとぎのへや
【日時】毎週土曜、14時半～15時
【対象】幼児～小学生
■渋民図書館（渋民字鶴塚☎683-2167）
◎えほんのへや
【日時】12月２日㈯11時～11時半
【対象】幼児
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
◎おひざにだっこの会
【日時】12月１日㈮10時半～11時
【対象】乳幼児
■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
【日時】11月22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】12月２日㈯10時半～11時40分
【内容】
「トムとジェリー～パパは強いな
～」
「すてきなコンサート」など４本
【対象】幼児～小学生

いわて就職面接会

地域福祉活動推進のため、共同募金
運動にご協力ください。
【期間】来年３
月31日㈯まで【問】市社会福祉協議会
内、市共同募金委員会☎651-1000

●市の推計人口（１0月１日現在）
【人口】29万5534人（男＝14万50人、
広
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蒸気解凍の様子

【日時・場 所】11月21日㈫14 時
20分～16時はキャラホール（永井
24）、22日㈬14時20分～16時は
姫神ホール（渋民字鶴塚）
【費用】無料。当日会場へどうぞ

お湯解凍の様子

休日救急当番医・薬局
区分
内
外
小
11/19
歯
㈰
薬
内
外
小
11/23
歯
㈭
薬

内

出演者
11/26
㈰

市民文化ホール小ホール（盛岡
駅西通二）で、クリスマス・チャリテ
ィコンサートを開催します。
【日時】12月23日㈯17時～18時
【費用】1000円。入場の際に預か
り 、市子ども未来基金へ全額寄付
します。入場 整 理券は同ホールや
盛岡劇場、キャラホール、姫神ホー
ル、プラザおでってで11月17日㈮
から配布

水道の凍結防止と、解凍の際の
火災事故などを防ぐための講習会
を開催します。ホールでの講演や、
屋外でお湯、蒸気・電気解凍機を
使った解凍の実演をします。

日

【日時】11月28日㈫13時～16時半
【場所】ホテルメトロポリタン盛岡
ニューウイング（盛岡駅前通）
【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。当日会場へどうぞ
【問】ふるさといわて定住財団☎
653-8976
【広報ＩＤ】1021337

●赤い羽根共同募金にご協力を

解凍の仕方
講習会

【問】
上下水道局
給排水課
☎623-1423

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。

県内に就業場所があり、正社員・
正職員を募集する企業の採用担当
者と面談できます。参加企業は約
100社。ぜひお越しください。

パイプオルガン
プロムナードコンサート

水道の

外
小
歯
薬
内

市民文化ホール
オルガニスト
しぶさわ く み
渋澤久美さん

チューバ奏者
たにふじあや か
谷藤綾香さん

12/３
㈰

【問】
同ホール☎621-5100

外
小
歯
薬

広

名称
川村内科医院
原田内科脳神経機能クリニック
双木整形外科医院
前多小児科クリニック
みきデンタルクリニック
アイリス薬局
エメラルド薬局山岸店
エイシン薬局
こまち薬局
遠山病院
おはようクリニック
内丸病院
杜のこどもクリニック
野手歯科医院
下ノ橋薬局
小鳥沢薬局
油町薬局
リーフ薬局
大通胃腸科内科
二宮内科クリニック
八角病院
緑が丘整形外科
さいとう小児科クリニック
はぎわら歯科クリニック
ポプラ薬局
あたご薬局
エメラルド薬局緑が丘店
よつば薬局
栃内内科医院
盛岡さくらクリニック
たぐち脳神経外科クリニック
菅野小児科医院
ふじさわ歯科クリニック
あすなろ薬局
オアシス薬局
下小路薬局
アップル薬局山岸
工藤薬局

所在地
志家町４-４
山岸三丁目２-１山岸中央ビル１階
月が丘二丁目５-23
盛岡駅前通９-10丸善ビル５階
中央通一丁目11-16
高松三丁目10-14
山岸三丁目２-1
月が丘二丁目５-21
盛岡駅前通９-10
下ノ橋町６-14
高松二丁目27-27
本町通一丁目12-7
向中野三丁目10-6
みたけ六丁目１-11
下ノ橋町７-31
小鳥沢二丁目24-1
本町通一丁目11-25
向中野三丁目10-10
大通一丁目３-４
愛宕町２-47
好摩字夏間木70-190
緑が丘三丁目２-45
月が丘二丁目２-60
新田町10-７
名須川町27-42
愛宕町２-38
緑が丘三丁目２-35
月が丘二丁目２-59
神明町10-35
みたけ四丁目36-32
本町通一丁目４-19
山岸二丁目11-36
みたけ四丁目24-35
中ノ橋通一丁目14-９
みたけ四丁目36-33
本町通一丁目６-31
山岸二丁目９-24
山岸二丁目12-15

電話番号
651-6677
662-7533
646-3855
601-7478
622-4238
665-3030
605-1051
641-0454
652-7581
651-2111
662-0840
654-5331
631-1160
641-0086
604-0234
663-6612
629-3400
656-5877
652-1825
621-8181
682-0201
664-1555
643-7171
626-3363
652-3010
621-8411
665-3360
643-2888
624-5277
645-3939
621-1234
622-4448
646-0877
623-8880
681-1034
604-9101
623-6633
623-4790
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［広報もりおか 29.11.15］９

