●子育てを楽しく

象】０歳の子と保護者

市立とりょう保育園子育て支援セン

■マタニティサロン

ターは、次のとおり子育て支援の場を

【期日】12月20日㈬・１月17日㈬、10

開設します。時間はいずれも10時～11

時～11時半【場所】とりょう保育園（肴

時半。参加無料。当日、会場へどうぞ。

町）
【対象】初妊婦【申し込み】同支援

【問】同支援センター☎651-8580 に

センターへ電話予約

こにこルーム【期日・場所】12月21日㈭

■市立保育園の一斉園開放

は都南公民館（永井24）、
１月12日㈮は

【日時】12月19日㈫・26日㈫・１月９日

西部公民館（南青山町）
【対象】０歳～

㈫・16日㈫、
９時半～11時【対象】０歳～

３歳の子と保護者▶ぴよぴよルーム【期

就学前の子と保護者や妊婦

●電話で申し込む教室

７桁の数字 ：広報ＩＤ

教室の主催者へ電話でお申し込みください。表中の申込開始日時から先着順に
受け付けます。

「３キリ運動」で生ごみ減量を！

市の調査では、家庭から出る生ごみのうち約16％が「食べられるの
に捨てられている食品（食品ロス）」という結果に。生ごみ
を減らすため「３キリ運動」を実践しましょう。
【問】資源循環推進課☎626-3733【広報ＩＤ】1021464

使いキリ

●買い物前に冷蔵庫を確認
し、食材は必要な分を買い
ましょう。
●野菜などを切るときは、で
きるだけ捨てる部分を少な
くしましょう。

食べキリ

●家族の人数に合わせ、食べ
きれる量を作りましょう。
●クリスマスや年末年始の宴
会では「食べ残しがないよ
うに」と声を掛けましょう。

知っていますか？

「賞味期限」と「消費期限」
食品の期限表示には、
「おいしく食べ
られる期限」の賞味期限と「安全に食
べることができる期限」の消費期限の
２種類があります。賞味期限を過ぎても
すぐに食べられないわけではありません。

賞味期限が表示

消費期限が表示

・納豆・豆腐
・牛乳・卵
・スナック菓子
など

・弁当
・サンドイッチ
・総菜
・ケーキなど

される主な食品

される主な食品

教室名・主催・連絡先
離乳食教室
健康増進課☎603-8305
※グループでの申し込みは
お控えください

日時・回数
・会場

１/23㈫
10時～12時
市保健所
（神明町）

内容
（受講料・費用）

初めての離乳食への
不安を解消する講話
と試食
（無料）
1002133
妊娠中の健康管理や
赤ちゃんのお風呂の
入れ方などを学ぶ
（無料） 1002116

定員・対象

申込
開始

30組
市に住所があり、 12/19
29年９月生まれ ㈫
の乳児と初めて子 14時
育てをする母親
36組
１/12
市に住所があり、
㈮
来年５月に出産予
14時
定の初妊婦と夫

１/28㈰
パパママ教室
10時～15時
～日曜コース～
市保健所
母子健康課☎603-8303
（神明町）
親子リズム講座
２/９㈮
親子でリズム運動を 20組
１/19
とりょう保育園子育て支 10時～11時半
楽しむ
１歳半～２歳半の ㈮
援センター（肴町）
都南公民館
（無料）
子と保護者
10時
☎651-8580・624-4103 （永井24）

１月の幼児健診

市保健所（神明町）

日程と対象は下表のとおり。診査票な
どは郵送します。

１/17㈬ 28年６月24日～７月８日生まれ
１/24㈬ 28年７月９日～７月18日生まれ
受付時間：９時15分～10時15分
１/31㈬ 28年７月19日～７月28日生まれ
１/５㈮ 26年９月17日～９月24日生まれ
３歳児健診
１/12㈮ 26年９月25日～10月６日生まれ
受付時間：９時15分～10時15分
１/19㈮ 26年10月７日～10月14日生まれ
高松地区保健センター（上田字毛無森）
１歳６カ月児健診
１/10㈬ 28年６月11日～７月10日生まれ
１歳６カ月児健診

受付時間：９時15分～10時15分

３歳児健診

受付時間：９時15分～10時15分

１/26㈮ 26年９月16日～10月８日生まれ

都南地区保健センター（津志田14）
１歳６カ月児健診
１/18㈭ 28年６月15日～７月10日生まれ

可燃ごみに含まれて
いた手付かずの食品

水キリ

●生ごみの約８割は水分です。
きちんと水気を切ることが、
ごみの減量と、燃やすとき
のエネルギーの節約になり
ます。

告
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【日時】12月17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

催

３歳児健診

受付時間：９時15分～10時15分

【日時】１月２日㈫～３日㈬、10時～16
時 半【場所】盛岡手づくり村（繫字尾
入野）
【内容】福袋の販売や抽選会など
【問】同手づくり村☎689-2201

●市立図書館で新春を詠む
市立図書館（高松一）で、俳句と短歌
の発 表と講評を行います。いずれも昼
食をご持参ください。
【問】同館☎6614343 新春俳句会【日時】１月８日㈪
10時～15時。句会開始は12時半から
【申し込み】当日の10時～11時、新年
詠一句を含む当季雑詠三句を会場で投
句※郵送やファクスでは受け付けません
【広報ＩＤ】1021289 新春短歌会【日
時】１月13日㈯10時～15時【申し込み】
新作一首を〠020-0114高松一丁目９
-45、市立図書館へ郵送または持参。１
月６日㈯17時必着【広報ＩＤ】1021290
ざつえい

お知らせ

１/11㈭ 26年９月８日～10月６日生まれ

玉山総合福祉センター（渋民字泉田）
１歳６カ月児健診
１/11㈭ 28年６月７日～７月10日生まれ
受付時間：９時～９時15分

３歳児健診

受付時間：９時15分～９時半

１/11㈭ 26年８月21日～10月10日生まれ

し

●手づくり村お正月フェア

受付時間：９時15分～10時15分

【問】母子健康課☎603-8304、玉山総合事務所健康福祉課☎683-3869

広

●休日納付相談

●ふれあい橋周辺で通行止め
道路の拡幅工事のため、前九年二丁
目と三丁目のふれあい橋（地図）で車両
の全面通行止めを行います。自転車と
広

告

Ｎ

市屋内ゲート
ボール場
前九年
公園

ふれあい橋

●もりおか雪あかり参加者募集
■アートコンクール雪像制作団体
グループで作ったオリジナルの雪像
の美しさや芸術性を競います。最優秀
賞には２万円の商品券と賞状を贈呈。
【日時】
２月４日㈰～８日㈭、10時～20時
※８日は正午まで【場所】盛岡城跡公園
（内丸）
【申し込み】はがきに団体名と人
数、代表者の住所・名前、電話番号を記
入し、〠020-0871中ノ橋通一丁目１-10
プラザおでって４階盛岡観光コンベンショ
ン協会へ郵送。
ファクス653-4417でも受
け付けます。
１月31日㈬17時必着【問】同
協会☎621-8800【広報ＩＤ】
1007930
■ボランティア参加者
次のボランティア参加者を募集します。
はがきに住所と名前、電話番号、参加で
きる日時を記入し、〠020-8530（住所不
要）市役所観光交流課へ郵送。ファクス
604-1717でも受け付けます。
１月29日㈪
17時必着【問】同課☎613-8391 スノ
ーキャンドル制作【日時】
２月５日㈪～８
日㈭、13時半～17時 着火作業など【日
時】
２月８日㈭～10日㈯、16時～20時半
撤去作業【日時】
２月11日㈰10時～12時

●中央公民館の休館
大規模改修のため、
４月１日から平成32
年３月31日まで中央公民館（愛宕町）
は利
用できなくなります。庭園には、愛宕山側
にある通路から出入りしてください。
【問】
同館☎654-5366【広報ＩＤ】
1021486

●パブリックコメントを実施
市は、次の計画案への意見を募集。
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。
■市高齢者保健福祉計画・第７期介護
保険事業計画案
【提出期限】１月４日㈭【問】介護保険
課☎626-7561【広報ＩＤ】1021607
■第三次盛岡市食育推進計画案
【提出期間】12月18日㈪～１月９日㈫
【問】健康増進課☎603-8305【広報Ｉ

●バス・鉄道を使って快適通勤
冬季は、積雪や凍結のため、路面状
況が悪くなります。自転車は滑りやすい
ため、転倒によるけがや事故の危険性
が高まります。路面状況に応じて自転車
の利用を控え、バスや鉄道などの公共交
通機関を利用しましょう。
【問】交通政
策課☎626-7519【広報ＩＤ】1017465
■バスロケーションシステム
市内を走るほぼ全てのバスの運行状
況を確認できます。詳しくは、盛岡市バ
ス運行情報サイトをご覧ください。

業用償却資産を所有している個人また
は法人は、申告書を提出してください。
【申告期限】１月31日㈬※期限間近は
混み合うため、１月19日㈮までの申告に
ご協力ください【提出先・問】資産税課
（市役所別館６階）☎613-8407【広報
ＩＤ】1000466

●市の推計人口（１1月１日現在）
【人口】29万5551人（男＝14万66人、
女＝15万5485人）
【対前月比】17人増
【世帯数】13万1451世帯【問】企画調
整課☎613-8397

図

●水道メーターボックス上の
雪払いにご協力を
検針を正しくスムーズに行うため、メ
ーターボックス上の雪を払い、物は置か
ないでください。
【問】上下水道局お客
さまセンター☎623-1411

●給与所得者の市・県民税
給与所得者の市･県民税は、事業主が
毎月の給与から天引きして市へ納めるこ
とになっています。正社員やパートなど
の区別はありません。事業主は、29年分
給与支払報告書を、従業員の住所地の
市町村へ１月31日㈬までに必ず提出して
ください。※マイナンバー（個人番号）や
法人番号の記載が必要【問】市民税課
☎613-8496【広報ＩＤ】1000488

●入札参加登録申請を受け付け
市と市上下水道局は、入札へ参加を
希望する業者の登録申請を受け付けま
す。契約種類ごとの受付期間や受付場
所は表１・２のとおりです。
【申請方法】
市公式ホームページからダウンロードし
た申請書に必要事項を記入し、記載内
容を説明できる人が持参【問】契約検
査課☎626-7516【広報ＩＤ】1008591

●償却資産の申告は１月までに
平成 3 0 年１月１日現 在で市内に事

書

（♠）は幼児～小学生が対象の催しです。
■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎えほんのへや（♠）
【日時】12月21日㈭・１月４日㈭、15時
半～16時
◎おはなしのじかん
【日時・対象】12月23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
◎冬休みこども映画会（♠）
【日時】12月27日㈬10時半～12時
【内容】
「おじいさんと不思議なおくり
もの」など３本
◎かみしばいのへや（♠）
【日時】12月28日㈭15時半～16時
■都南図書館（永井24☎637-3636）
◎だっこのおはなし会
【日時】12月26日㈫10時45分～11時
15分【対象】４カ月～１歳６カ月
◎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】１月６日㈯11時～11時半
【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】１月６日㈯10時半～11時40分

表１

契約種類ごとの受付期間など
契約の種類
資格の有効期間
受付期間と場所
【定期提出年】参加希望の全業者が提出
１/15㈪～31㈬（土・日
30年６月１日
○物品の買い入れ、製造の請負
曜を除く）、９時～11
○建設関連業務以外の業務委託
時半と13時～16時
32年５月31日
○その他（修繕や売り払い、借り入れ）の契約
市役所本館８階会議室
２/１㈭～28㈬（土・日
【追加提出年】29年度に参加資格を得た業者
30年６月１日 曜・祝日を除く）、９時
は提出不要
～11時半と13時～16時
○建設工事
31年５月31日 市役所本館８階の契約検
○建設関連業務委託
査課
～

地区保健センター（上田字毛無森）
【対

江南義塾高

Ｄ】1021561

～

センター（下飯岡８）、
１月16日㈫は高松

▼

日・場所】12月22日㈮は飯岡地区保健

▼

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】
１月分は15日㈪・29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（15日分は９日
㈫）、
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（※１月
３日は除く）、
10時～15時【申し込み】希望
相談日の前週の水曜（１月10日分は12月
20日）、
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

通行止め区間

て
わ
い
Ｒ
Ｇ 道
Ｉ 河鉄
銀

まだ受けていない
人は、早めに受け
ましょう

催

▲

麻しん風しん、ジフテリアと破
傷風の第２期予防接種を３月31
日㈯まで実施。詳しくは、保健予
防課☎603-8307へどうぞ。
麻しん風しん
【対象】23年４月２日～24年４
月１日生まれの子
ジフテリアと破傷風
【対象】小学６年生

▲

めぐるちゃん
講座

破傷風の第２期予防接種

歩行者は通行できます。
【日時】１月９
日㈫～３月15日㈭の終日【問】道路建
設課☎626-7520【広報ＩＤ】1021519
地図

●無料の法律相談

■麻しん風しん、ジフテリアと

▲

【日時】１月30日㈫10時～11時
半、２月６日㈫10時～13時半、２
月27日㈫10時～11時半、全３回
【場所】市保健所（神明町）
【内容】健康づくりのために、毎
日続けたくなる運動と食事のポイ
ントを学ぶ。１、３日目は運動、２
日目は栄養講話と調理実習
【対象】市に住所があり、運動制
限のない69歳以下
【定員】25人
【申し込み】12月21日㈭10時か
ら健康増進課☎603-8305で先着
順に電話受け付け

子育て情報ひろば

談

通行止め
区間

作り教室」３日間コース

相

線
新幹
東北
ＪＲ

■「Ｍｙトレ＋バランス食でカラダ

情報インデックス

▼

健 康ガイド

もりけんに挑戦（27年度３級問題）（正解は10ページに掲載）
盛岡城跡公園内に唯一残る、藩政時代の建物の名前は何ですか。
①彦御蔵 ②虎屋敷 ③米内蔵 ④聖長楼

▼

子育て情報ひろば カダッテ

▼

Health Guide

表２

定期提出年対象者ごとの受付日
対象業者
業者の頭文字が「あ」「か」行
業者の頭文字が「さ」「た」行
業者の頭文字が「な」～「わ」行
予備の受付日

広

受付日
１月15日㈪・18日㈭・23日㈫
１月16日㈫・19日㈮・24日㈬
１月17日㈬・22日㈪・25日㈭
１月26日㈮・29日㈪・30日㈫・31日㈬
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