もりけんに挑戦（27年度３級問題）（正解は10ページに掲載）
盛岡弁で「ごみを捨てる」ことを何と言いますか。
①ごみをほかす ②ごみをなげる ③ごみをよける ④ごみをはく

情報インデックス
相

談

●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】12月５日
㈫・７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

●無料の特設人権相談
12月４日㈪～10日㈰の人権週間に
ちなみ、特設人権相談所を開設します。
【日時・場所】12月４日㈪はプラザおで
って（中ノ橋通一）、８日㈮は都南分庁
舎（津志田14）、12日㈫はカワトク（菜
園一）、13日㈬は玉山総合福祉センター
（渋民字渋民）。いずれも10時～15時。
当日会場へどうぞ【問】盛岡地方法務
局人権擁護課☎624-9859

●リハビリ無料相談会
【日時】12月７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☎6251151で電話受け付け

●成年後見相談
【日時】12月８日㈮・22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】12月13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☎6255900で電話受け付け

●補聴器無料相談会
【日時・場所】12月20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

催

し

●水道凍結防止キャンペーン
【日時】12月５日㈫・６日㈬、10時～15
時【場所】イオンモール盛岡南（本宮七）
【内容】水道に関する相談コーナーや
水抜栓の模型を使った操作の実演など
広

告

８［広報もりおか 29.12.１］

【費用】無料【問】上下水道局給排水
課☎623-1423

み】12月４日㈪から日本結婚支援協会
☎613-5100で電話受け付け

●歩いて楽しめるルート発掘

●科学談話会

【日時】12月９日㈯10 時～12 時【場
所】大慈寺地区※集合は大慈清水御休
み処 （鉈屋町）
【内容】歴史的資源が
残る同地区で、歩いて楽しめるルートを
探る【定員】15人【費用】無料【申し込
み】12月４日㈪10時から盛岡まち並み
塾☎622-8989で先着順に電話受け付
け【広報ＩＤ】1021346

【日時】12月15日㈮18時半～20時【場
所】市立図書館(高松一）
【内容】県立
大盛岡短期大学部の三 須 田 善 暢 准教
授が「民藝運動と昭和恐慌期の農村社
会」と題して講演【費用】無料【問】同
館☎661-4343【広報ＩＤ】1021285

お やす

どころ

●市障がい者芸術文化祭
【日時】12月９日㈯～11日㈪、10時～
16時 半※11日は15時まで【場 所】プ
ラザおでって（中ノ橋通一）
【内容】絵
画や木工作品など、日頃の芸術文化活
動の成 果を紹介【費用】無 料【問】障
がい福祉課☎613-8346【広報ＩＤ】
1017467

●盛岡の古町名展番外編
「盛岡駅かいわい」

み

す

だ

よし のぶ

みんげい

●ナイトミュージアム
冬の年中行事エトセトラ
【日時】12月15日㈮18時～19時【場
所】もりおか歴 史 文化 館（内丸）【内
容】学芸員が「裸参り」など盛岡の冬の
伝統行事を紹介【定員】先着50人【費
用】無料【問】同館☎681-2100【広報
ＩＤ】1021352

●クリスマスコンサート
【日時】12月16日㈯10時～12時【場
所】見前南地区公民館（西見前13）
【内
容】楽器の演奏や合唱の鑑賞、レクリエ
ーションなど【費用】無料【問】同館☎
601-6735【広報ＩＤ】1021320

【日時】12月９日㈯～来年２月18日㈰、
９時～17時【場所】先人記念館（本宮
字蛇屋敷）
【内容】盛岡駅かいわいの歴
史を紹介【費用】入館料が必要【問】同
館☎659-3338【広報ＩＤ】1021353▶
ギャラリートーク【日時】12月９日㈯・
来年２月18日㈰は14時～14時 半、来
年１月13日㈯は15時15分～15時45分
【内容】本展示で紹介する盛岡駅と駅
前周辺、城西町の町並みについて解説

【日時】12月16日㈯14時～14時半【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 穂さんが盛岡弁
で昔話・伝説などを語る【定 員】先着
50人【費用】展示室入場料が必要【問】
同館☎681-2100【広報ＩＤ】1019825

●子ども科学館に行こう

●鈴江家の淡路人形講演会

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

【日時】12月16日㈯13時半～16時半
【場所】もりおか町家物語館（鉈屋町）
【内容】大妻女子大の是澤博昭准教授
とお茶の水女子大の神田由築教授によ
る北限の淡路人形についての講演【費
用】無料【問】同館☎654-2911【広報
ＩＤ】1021363

●もりおか結婚支援ボランティア
情報交換会・新規相談会
【日時】12月９日㈯10時～11時半【場
所】プラザおでって（中ノ橋通一）
【内
容】見合いに関する情報交換や結婚の
相談など【対象】独身の子がいる親や
結婚を希望する独身者、同ボランティ
アに興味のある人【費用】無料【申し込
表

●盛岡弁で語る昔話

みず

おおつま

ほ

これさわひろあき
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●岩手大出張MIU Cafe
【日時】12月17日㈰12時～13時45分
【場所】アイーナ（盛岡駅西通一）
【内
容】
「いわての地方創生のために～関係

子ども科学館の各種イベント
イベント名
日時
内容（費用）
星音～こかぼうと
プラネタリウムと子ども向けの音
12/３～24の日曜・祝日
きく子ども向け映
楽映画を楽しむ（４歳～中学生各
16時半～17時
画音楽～
回200円、高校生以上各回500円)
12/10～24の日曜・祝日
光るプラスチック板を使ってオ
クリスマスバッジ 10時半～12時と14時～15時 リジナルのクリスマスバッジを
半
作る（各回200円）
大気圧を使ったサイエンスショー
12/10～24の日曜・祝日
空気のチカラ
（無料。展示室入場料が必要）
13時～13時20分
来 年１/５㈮ 、10 時 半 ～ 11
化石の観察と、三葉虫とアンモ
時・11時半～12時・14時半
化石のレプリカ
ナイトの化石レプリカを作り
～15時・15時半～16時※９
（各回250円）
時から整理券を１人１枚配布

人口・拡大コミュニティ～」と題し、岩手
大の五味壮平教授と「カズラボ」の高橋
和 氣 さんによる講演【定員】先着30人
【費用】無料【問】コラボMIU☎6228889【広報ＩＤ】1021431
ご

かず

み そうへい

き

●もりげきライヴ
【日時】12月20日㈬19時～21時【場
所】盛岡劇場（松尾町）
【出演】笹 舟
【費用】前売り1000円、当日1200円。
小 学生以下無 料【問】同劇場☎6222258
ささ ぶね

●こどもエンゲキ体験～冬組
【日時】来年１月４日㈭・５日㈮の13時～
16時、６日㈯～８日㈪の10時～16時、全
５回【場所】盛岡劇場（松尾町）
【内容】
「はじめの一歩！冬組～友達ってなんだ
ろう～」と題し、演劇作りを楽しむワーク
ショップ【対象】小学３～６年生【定員】
30人【費用】3000円。申し込み方法な
ど詳しくは、市公式ホームページでご確
認ください。12月17日㈰21時半締め切
り【問】同劇場☎622-2258【広報ＩＤ】
1021480

●スキー教室
初めての人から中級者までを対象に
スキー教室を開催します。
【場所】岩山
パークスキー場（新庄字岩山）
【申し込
み】往復はがきに住所と名前、性別、年
齢、生年月日、電話番号、教室名を記入
し、〠020-0803新庄字岩山50、岩山
パークスキー場へ郵送。12月18日㈪必
着【問】同スキー場☎624-4476▶初め
ての人のスキー教室【日時】来年１月６
日㈯・７日㈰、全２回、10時～15時【対
象】小学生以上のスキー未経験者【定
員】20人【費用】5500円（リフト代別
途）▶日曜市民スキー教室【日時】来年
１月７日～21日、日曜、全３回、10時～
15時【対象】小学生以上の初心者・中
級者【費用】7000円（リフト代別途）

●もりおか啄木・賢治青春館
コンサート

定員
各回
160
人

【日時】来年２月10日㈯15時～16時半
【場所】もりおか啄木・賢治青春館（中
ノ橋通一）
【内容】チェロ奏者の原田哲
男さんによる名曲コンサート【費用】前
売り2500円、当日3000円。同館やプ
ラザおでってなどで12月１日㈮から販売
【問】同館☎604-8900

各回
30人

●管楽器の学校～金管楽器編～

てつ

お

なし

【日時】来年２月10日㈯17時半～【場
所】もりおか町家物語館（鉈屋町）
【内
容】トランペット奏 者の佐々木駿 さん
らの演奏を親子で楽しむ【定員】80人
【費用】前売り1500円、当日1800円。
しゅん

各回
20人

18歳以上と中学生以下各１名ペアで前
売り2500円、当日3000円。12月８日㈮
９時から同館やプラザおでってなどで
販売【問】同館☎654-2911

●パイプオルガン
ファミリーコンサート
【日時】来年２月24日㈯11時～11時50
分【場所】市民文化ホール小ホール（盛
岡駅西通二）
【内容】同ホールオルガニ
ストの渋澤久美さんの演奏でクラシック
や童謡などを楽しむ【費用】小学生以下
500円、中学生以上800円。チケットは
同ホールや市内プレイガイドで12月８日
㈮から販売【問】同ホール☎621-5100
く

み

お知らせ
●パブリックコメントを実施
市は、次の計画案への意見を12月１
日㈮から募集します。提出方法など詳
しくは、市公式ホームページをご覧くだ
さい。
■市地球 温暖化対策実行計画（区域
施策編）の改定案
【提出期限】12月20日㈬17時【問】
環境企画課☎626-3754【広報ＩＤ】
1021327
■子どもの未来応援プラン案
【提出期限】12月26日㈫17時【問】子
ども青少年課☎613-8356【広報ＩＤ】
1021295

●施設の利用制限
▶みちのくコカ・コーラボトリングリン
ク（本宮五）☎601-5001：12月19日㈫
の終日、利用できません。▶市立総合プ
ール（本宮五）☎634-0450：12月19
日㈫の終日、利用できません。

●成人のつどい入場券について
来年１月７日㈰14時から、盛岡タカヤ
アリーナ（本宮五）で成人のつどいを開
催します。対象は平成９年４月２日～10
年４月１日生まれの人。参加には入場券
が必要です。市内に住民登録があるの
に入場券が届いていない場合は、生涯
学習課☎639-9046へお問い合わせく
ださい。
【広報ＩＤ】1003281

●地域活動紹介のポスター
を募集・展示
協働によるまちづくりを進めるため、
地域活動の事例などを紹介するポスタ
ーを募集します。
【対象】市内で公益的
な活動を行う団体（NPO法人やボラン
ティアサークル、町内会など）。申し込
み方法など 詳しくは、市公式ホームペ
広

ージでご確認ください【応募期限】12
月22日㈮17時【問】市民協働推進課☎
626-7535【広報ＩＤ】1021379
■巡回展示
募集したポスターを巡回展示します。
【展示期間・場所】来年１月12日㈮～３
月２日㈮、市民協働推進センター（中央
と上田、西部、都南、河南、渋民の各公
民館）と市役所本庁舎を巡回して展示

●12月は地球温暖化防止月間
市は、地球温暖化防止月間の取り組
みとして、環境パネル展を開催します。
【期日】12月１日㈮～８日㈮【場所】市
役所本館１階エレベーターホール【問】
環境企画課☎626-3754【広報ＩＤ】
1021345

●盛岡城跡公園バラ園の工事
「史跡盛岡城跡鶴ヶ池・台所整備基
本計画」に基づく発掘調査を行うため、
同公園内のバラ園を撤去します。工事
期間中は工事車両が出入りするので、
ご注意ください。
【日時】来年１月上旬
～３月中旬、９時～16時【問】公園みど
り課☎639-9057【広報ＩＤ】1021354

●家屋の新築や取り壊しは連絡を
家屋の新築や増築、取り壊しをした
ときは資産税課へご連絡ください。市
は、固定資産を適正に評価するため、
実地調査を行います。住宅や事務所な
どのほか、車庫や物置など小規模な建
物も固定資産税の課税の対象になりま
す。
【問】同課☎613-8403【広報ＩＤ】
1017678

●歳末たすけあい募金運動
「つながり ささえあう みんなの地
域づくり」をスローガンに歳末たすけあ
い運動が行われます。募金は、福祉作業
所などへ贈られます。
【実施期間】12月１
日㈮～2８日㈭【問】市社会福祉協議会
内、市共同募金委員会☎651-1000

●いわて花巻空港のダイヤ改正
いわて花巻空港の定期便のダイヤが
10月29日に改正されました。詳しくは、
県空港利用促進協議会☎624-6330へ
お問い合わせください。

●寄付をいただきました
やま と やま

■大和山チャリティーバザー第30回盛
岡会場実行委員会
８万円。社会福祉のために。

図

書

■市立図書館（高松一☎661-4343）

◎えほんのへや
【日時】12月７日㈭15時半～16時
【対象】幼児～小学生
◎おはなしころころ
【日時・対象】12月８日㈮、10時20分
～11時は１歳３カ月以上、11時10分～
11時半は１歳２カ月以下
◎おはなしのじかん
【日時・対象】12月９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】12月13日㈬10時～12時
【内容】まはら三桃作「三島由宇、当選
確実！」
（講談社）
◎かみしばいのへや
【日時】12月14日㈭15時半～16時
【対象】幼児～小学生
◎子どもクリスマス会
【日時】12月17日㈰10時半～11時半
【内容】団体「こ☆しぇる」による人形劇
「どうぞのいす」ほか
■都南図書館（永井24☎637-3636）
◎クリスマスおはなしのじかん
【日時】12月13日㈬11時～11時半
【内容】ぐりとぐらの人形劇や「まどか
らおくりもの」の読み聞かせなど
◎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20日㈬15時半～16時
【対象】小学１～３年生
■中央公民館（愛宕町☎654-5366）
◎わくわくおはなし会
【日時】12月９日㈯11時～11時半
【対象】４歳～小学生

◎おひざにだっこの会
【日時】12月15日㈮10時半～11時
【対象】乳幼児
◎かんたんリースづくりとおはなし会
【日時】12月16日㈯13時半～14時半
【対象】４歳以上
■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
【日時】12月13日㈬10時半～11時
【対象】幼児
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
◎ふたばおはなし会
【日時・対象】12月13日㈬、10時～10
時40分は１歳３カ月～３歳、10時50分
～11時10分は０歳～１歳３カ月
◎おはなしのひろば
【日時】12月16日㈯10時半～11時10分
【対象】幼児～小学生
■松園地区公民館(東松園二☎661-8111)
◎家庭教育支援事業 あそびの広場
【日時】12月６日㈬10時～12時
【対象】未就学児まで
◎冬休みのお楽しみ映画会
【日時】12月26日㈫14時～15時
【内容】「ももたろう」や「雪になった
星」など４本

接骨院の日曜当番
【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
月日
接骨院名
電話番号
12/３ あきもと接骨院（北飯岡二) 681-3186
12/10 村上整骨院（青山一）
645-2313
12/17 ひかり整骨院中ノ橋(中ノ橋通一) 651-0480
12/24 みかわ接骨院（西仙北一） 682-0106
12/31 接骨院りゅう（本宮一） 636-0066

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
荻野病院
本宮一丁目６-12
内
わたなべ内科・神経内科クリニック 高松三丁目９-８
外 ブレスト齊藤外科クリニック
本宮六丁目17-６
小 小林小児科クリニック
三本柳11-12-4
12/10
歯 城西歯科クリニック
城西町７-35
㈰
アポロ薬局
本宮一丁目６-11
リリィ薬局高松店
高松三丁目９-10
薬
とけい台薬局
本宮六丁目２-26
ワカバ薬局都南店
三本柳11-12-１
さとう胃腸科内科
向中野一丁目11-25
内
盛岡駅前おおば脳神経内科クリニック 盛岡駅前通13-８
かとう整形外科クリニック
中央通二丁目８-１
外
成島整形外科医院
好摩字上山14-66
12/17 小 もりおかこども病院
上田字松屋敷11-14
歯 ふじの歯科医院
緑が丘三丁目21-23
㈰
みなみ薬局
向中野一丁目11-24
ひまわり薬局
盛岡駅前通14-21
薬
そうごう薬局盛岡中央通店
中央通二丁目２-５住友生命盛岡ビル１階
こなん薬局
上田字松屋敷23-３
※12月３日の休日救急当番医・薬局は11月１5日号に掲載しました

電話番号
636-0317
605-1117
631-3770
638-0404
624-0531
636-4332
681-3117
631-3115
637-6011
635-0789
626-4141
622-2555
682-0001
662-5656
663-6414
635-8561
654-6019
613-6671
664-1115

告

［広報もりおか 29.12.１］９

