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時※９日は17時まで【場所】川徳（菜園
一）【内容】東日本大震災被災者の手
仕事作品や沿岸地域の物産の販売など
【問】Ｓ

セ ー ブ

ＡＶＥ ＩＷＡＴＥの寺井さん
☎601-6482

●冬の動物公園臨時開園
【日時】１月13日㈯・14日㈰、９時半～
15時半【場所】動物公園（新庄字下八
木田）【内容】動物の冬ならではの様子
を観察。両日とも、冬眠中のヤマネを
見るイベントを13時から13時半まで開
催【費用】入園料、駐車場代とも無料
【問】同園☎654-8266

●新農業人フェア in いわて
【期日】１月13日㈯【場所】アイーナ
（盛岡駅西通一）【内容・時間】 ▼新規
就農セミナー：10時半～12時 ▼個別相
談：10時半～15時（随時受け付け）【費
用】無料。当日会場へどうぞ【問】県農
業公社☎623-9390

●もりげきライヴ
【日時】１月17日㈬19時～21時【場所】
盛岡劇場（松尾町）【出演】K

か ず を

AZUWO
ばんど2018【費用】前売り1000円、当日
1200円。小学生以下無料【問】同劇場
☎622-2258

●シニアエンジョイスキー教室
【日時】１月19日㈮８時40分～16時
【場所】網張温泉スキー場（雫石町）
【内容】楽しみながらスキーの技術を
学ぶ【対象】50歳以上の初級～中級
者【定員】15人【費用】2000円【申し
込み】往復はがきに住所と名前、性別、
年齢、電話番号、教室名を記入し、〠
020-0106東松園二丁目５-３松園地区
公民館へ郵送。１月12日㈮必着。定員
を超えた場合は抽選【問】同館☎661-
8111【広報ＩＤ】1021540

●歩くスキーツアー
①岩手山麓・七

な な

滝
た き

【日時】１月21日㈰９
時～15時※集合は西根ＩＣ駐車場（八
幡平市）②鞍

く ら

掛
か け

山麓【日時】２月18日㈰
９時半～15時※集合は相の沢キャンプ
場駐車場（滝沢市）【対象】歩くスキー
経験者【定員】各25人【費用】各2000
円【申し込み】①は１月５日㈮10時～16
日㈫17時②は１月５日㈮10時～２月13
日㈫17時、市スキー協会の三浦さん☎
692-5899で先着順に受け付け

●東日本大震災復興支援
　チャリティーコンサート
【日時】１月27日㈯14時～15時【場所】西部
公民館（南青山町）【内容】伊藤隆

たかし

＆ざ・は
なみちによるギターコンサート【費用】無料。

支所などに備え付けるほか、市公式ホー
ムページにも掲載します。【提出方法】
任意の用紙に住所と名前、電話番号、
意見を記入し、〠020-8531（住所不
要）市役所廃棄物対策課へ郵送。持参
またはファクス626-4153、市公式ホー
ムページでも受け付けます【提出期限】
郵送は１月26日㈮消印有効。その他は
同日17時締め切り【問】同課☎626-
3755【広報ＩＤ】1021593

●観光審議会委員を募集
　市は、観光審議会の委員を２人募集
します。【任期】３月１日から２年間【応
募資格】①３月１日現在、市内に１年以
上住んでいる20歳以上②市の他の審
議会などの委員を務めていない③平日
の日中に開く年２回程度の会議に出席
できる―の全てに該当する人【申し
込み】市役所別館７階の観光交流課や
本館１階の窓口案内所、各支所などに
備え付けの申込用紙に必要事項を記入
し、〠020-8530（住所不要）市役所
観光交流課へ郵送または持参。郵送は
１月25日㈭必着。持参は同日の17時締
め切り。応募多数の場合は選考【問】
観光交流課☎626-7539【広報ＩＤ】
1021549

●もりおか就職ガイダンス
　参加事業所募集
　３月15日㈭に開催する「もりおか就職
ガイダンス」の参加事業所を募集します。
市公式ホームページから申込用紙をダウ
ンロードし、盛岡公共職業安定所へお申
し込みください。【募集期間】１月10日㈬
８時半～25日㈭17時15分【問】同職業安
定所☎624-8905【広報ＩＤ】1021586

●高齢者福祉・介護保険計画
　策定の住民説明会
　30年度から32年度までを計画期間
とする市高齢者保健福祉計画・第７期
介護保険事業計画の策定に当たり、市
民の皆さんから意見を聴くため表１の
とおり説明会を開きます。【費用】無料。
当日会場へどうぞ【問】介護保険課☎
626-7560【広報ＩＤ】1021413

●差し押さえ物件の公売
　市が差し押さえた不動産や動産を
Y

ヤ フ ー

ahoo!官公庁オークションで公売しま
す。詳しくは、市公式ホームページをご
覧ください。【参加申込】１月10日㈬13
時～23日㈫23時【公売方法・期間】 ▼

入札：１月30日㈫13時～２月６日㈫13
時 ▼ せり売り：１月30日㈫13時～２月
１日㈭23時【問】納税課☎613-8466
【広報ＩＤ】1010803

●市立総合プールの利用制限

　 １月13日㈯・14日㈰・16日㈫・28日
㈰は終日、利用できません。【問】同プ
ール☎634-0450

●マイナンバーカード交付申請
　を日曜日も受け付け
　マイナンバーカードの交付申請を平日
のほか、表２の窓口では日曜日も受け付
けています。交付申請に必要な顔写真の
撮影は無料です。市は、住民票や印鑑証
明などの証明書をコンビニで交付するサ
ービスを７月から開始予定。このサービ
スを受けるには同カードが必要です。詳
しくは、市民登録課☎613-8145・8307
へ問い合わせるか、市公式ホームページ
をご覧ください。【広報ＩＤ】1021239
表２　日曜日の受付窓口と時間

受付窓口 受付時間
市民登録課

（市役所本館１階）
第１・４日曜
10時～15時

都南総合支所市民係
（都南分庁舎１階）

第２・４日曜
10時～15時

玉山総合事務所税務住民課
（玉山総合事務所１階）

第４日曜
10時～15時

●し尿などのくみ取り料金の改定
　盛岡・都南地域のし尿・浄化槽汚泥
のくみ取り料金が４月から表３－１・２
のとおり変わります。【問】廃棄物対策
課☎626-3755【広報ＩＤ】1001557

●児童手当や障がいがある人の
　各種手当
　子どもを養育している人や障がい
がある人には各種手当が支給されま
す。対象や金額など詳しくは、担当課
へ問い合わるか市公式ホームページを
ご覧ください。【問】子ども青少年課☎
613-8354・障がい福祉課☎613-8346

【広報ＩＤ】児童手当1002493・児童
扶養手当1002494・特別障害者手当
1004106・障害児福祉手当1004108・
特別児童扶養手当1004109

●成人のつどいは
　盛岡タカヤアリーナで開催
　盛岡市成人のつどいは盛岡タカヤアリ
ーナ（本宮五）で１月７日（日）14時から開催。
当日の周辺道路は大変混雑し、会場の駐
車スペースには限りがあります。公共交通
機関の利用にご協力ください。【問】生涯
学習課☎639-9046【広報ＩＤ】1003281

●勤労者への融資制度があります
　市は生活資金や教育資金、育児休業
生活資金を融資しています。融資条件
や貸付限度額など詳しくは東北労働金
庫盛岡支店☎629-1111へ問い合わせ
るか市公式ホームページをご覧ください。
【広報ＩＤ】1008111

●ミツバチの飼育は届け出を
　ミツバチを飼う人（趣味で飼う人も含
む）やその予定がある人は、１月１日現
在の飼育群数と年間の飼育計画を１月
31日㈬までに盛岡広域振興局農業振興
課へ届け出てください。詳しくは、同課
☎629-6603へ問い合わせるか県公式
ホームページをご覧ください。

●寄付をいただきました
■県印刷工業組合（斎藤誠

まこと

理事長）と
同組合盛岡支部（吉田尹

ただし

支部長）
10万円。緑化活動のために。
■司商事㈱（清水和

や す

司
し

代表取締役）
大型土のう300袋。防災対策の充実と
災害時の緊急対応に役立てるため。
■アムザス㈱（大戸留

る

美
み

代表取締役）
ベビーカー１台。子ども科学館に来館す
る子どもたちのため。

■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎かみしばいのへや
【日時】１月11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】１月12日㈮、10時20分

当日会場へどうぞ【問】同館☎643-2288

●市民体育大会スキー競技会
【日時】２月11日㈰８時15分～13時半
【場所・内容】①岩山パークスキー場
（新庄字岩山）でジャイアントスラロ
ーム②雫石ケッパレランドでクロスカ
ントリーとリレー【種別】小・中学生男
女、高校生男子、一般女子（高校生を
含む）、青年・成年・壮年男子、ハンディ
スキー※クロスカントリーはハンディス
キーなし。リレーは中学生男女と高校生
男子のみ【費用】中学生100円、高校生
以上500円。小学生無料（リフト代別
途）。申し込み方法など詳しくは、スポ
ーツ推進課☎603-8013へ問い合わせ
るか市公式ホームページをご覧ください。
１月22日㈪17時締め切り【広報ＩＤ】
1021627

●市立総合プール公認記録会
【日時】２月25日㈰９時～【場所】市
立総合プール（本宮五）【対象】小学生
以上【費用】１種目1000円（リレーは
2000円）とプログラム代500円【申し
込み】参加費を添えて同プールへ直接
申し込み。申込用紙は市体育協会のホ
ームページからもダウンロードできます。
１月25日㈭13時締め切り【問】同プー
ル☎634-0450

●潜在保育士の再就職支援研修会
　保育士として再就職を考えている人
を対象に、知識や技能を学ぶ研修会を
開きます。【日時】１月25日㈭９時半～
12時【場所】ふれあいランド岩手（三本
柳８）【費用】無料【申し込み】保育士・
保育所支援センター☎637-4544で電
話受け付け。１月23日㈫17時締め切り

●パブリックコメントを実施
　「市災害廃棄物処理計画案」への意
見募集を１月５日㈮から開始。同案は、
若園町分庁舎３階の廃棄物対策課や各

　もりけんに挑戦（27年度３級問題）�（正解は８ページに掲載）
　旧盛岡藩主・南部家の家紋（表紋）に描かれた鳥は何ですか。
　①ツル　②サギ　③ワシ　④ハクチョウ

●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】１月９日
㈫・11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

●空き家・不動産無料相談会
【日時】１月10日㈬10時～15時【場所】全日
本不動産協会県本部（八幡町）【申し込み】
同県本部☎625-5900で電話受け付け

●リハビリ無料相談会
【日時】１月11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】１月15日㈪・29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

●ひとり親家庭等無料法律相談
　離婚や養育費など日常生活の困り事
を弁護士に相談できます。【日時】１月16
日㈫10時～15時【場所】県福祉総合相
談センター（本町通三）【対象】市に住所
があるひとり親など【申し込み】県母子寡
婦福祉連合会☎623-8539へ電話予約

●補聴器無料相談会
【日時・場所】１月24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）【申し込み】地域福祉
センター☎696-5640で電話受け付け

●福祉のしごと「出張相談会」
【日時】１月24日㈬・３月７日㈬、13時
～16時【場所】アイーナ（盛岡駅西通
一）【内容】求人情報の提供や就職支
援の相談など【費用】無料【問】県福祉
人材センター☎637-4522

●手しごと絆フェア・
　りあすぱーくマルシェ
【日時】１月６日㈯～９日㈫、10時～19

～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】１月13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】１月18日㈭15時半～16時
【対象】幼児～小学生
■都南図書館（永井24☎637-3636）
◎新春 本の福袋 2018
【日時】１月６日㈯～７日㈰、９時～17時
【内容】いろいろな本が入った福袋を各
日数量限定で貸し出し
◎冬休み子ども映画会
【日時】１月７日㈰14時～15時
【内容】「10＋１ぴきのかえる」など３本
を上映
◎おはなしのじかん
【日時】１月10日㈬11時～11時半
【対象】幼児
◎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】１月17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スペシャル

【日時】１月13日㈯11時～12時
【対象】４歳～小学生
■西部公民館（南青山町☎643-2288）
◎ふたばおはなし会
【日時・対象】１月10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】１月20日㈯10時半～11時10分
【対象】幼児～小学生
■都南公民館（永井24☎637-6611）
◎子どもシネマランド
【日時】１月13日㈯10時半～11時半
【内容】「長靴をはいた猫」など３本を
上映
■松園地区公民館(東松園二☎661-8111)
◎家庭教育支援事業 おはなし★らんど
【日時】１月10日㈬10時～12時
【対象】未就学児まで

月日 接骨院名 電話番号
１/７ ふくしま整骨院（下飯岡11）639-7557
１/14 さとう整骨院（月が丘一） 641-7586
１/21 小山田接骨院（東松園二）663-2574
１/28 ひかり整骨院（高松二） 663-7515

【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

接骨院の日曜当番

催　し

相　談

表１　高齢者福祉・介護保険計画策定の住民説明会の日時や場所など
開催日 時間 場所（所在地）

１/18㈭ 14時～16時 盛岡タカヤアリーナ （本宮五）

１/22㈪
10時～12時 みたけ老人福祉センター （みたけ三）
14時～16時 総合福祉センター（若園町）18時半～20時半

１/23㈫ 10時～12時 上田公民館（上田四）
14時～16時 中央公民館（愛宕町）

１/24㈬ 10時～12時 松園地区公民館（東松園二）
14時～16時 渋民公民館（渋民字鶴塚）

１/25㈭ 10時～12時 都南総合支所（津志田14）
18時半～20時半 渋民公民館（渋民字鶴塚）

１/26㈮ 10時～12時 西部公民館（南青山町）
18時半～20時半 都南総合支所（津志田14）

図　書

表３-２　都南地域のし尿・浄化槽汚泥のくみ取り料金（税込）
１回の

くみ取り量 ３月31日まで ４月１日から 31年４月１日から 32年４月１日から

180㍑未満 180㍑相当分
（990円）

180㍑相当分
（1166円）

180㍑相当分
（1302円）

180㍑相当分
（1458円）

180㍑以上 18㍑当たり99円 10㍑当たり64.8円 10㍑当たり72.36円 10㍑当たり81円

お知らせ

表３-１　盛岡地域のし尿・浄化槽汚泥のくみ取り料金（税込）
１回のくみ取り量 ３月31日まで ４月１日から

180㍑未満 10㍑当たり81円 180㍑相当分（1458円）
180㍑以上 10㍑当たり81円

※１月１日～３日の休日救急当番医・薬局は12月１5日号に掲載しました

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 電話番号

１/７
㈰

内
金子胃腸科内科 乙部13-135-３ 696-2012
真山池田医院 本町通三丁目19-32 623-7151
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201

外 くろだ脳神経・頭痛クリニック 神明町10-38 653-3522
小 中村こどもクリニック 上厨川字杉原50-47 648-7711
歯 ゆいとぴあ歯科医院 本宮六丁目11-10 631-2222

薬

オトベ薬局 乙部13-135-１ 675-1151
アヤメ薬局 本町通三丁目３-19-31 654-1401
あすなろ薬局 中ノ橋通一丁目14-９ 623-8880
レミディ薬局 中ノ橋通一丁目14-８ 652-1300
ミルキー薬局 上厨川字杉原50-48 646-0369

１/８
㈪

内 川久保病院 津志田26-30-１ 635-1305
中島内科クリニック 月が丘二丁目８-30 646-1903

外 なおや脳神経・頭痛クリニック 本宮字小板小瀬13-４ 656-3708
小 杜のこどもクリニック 向中野三丁目10-６ 631-1160
歯 かまた歯科クリニック 山岸二丁目16-12 626-1777

薬
オーロラ薬局 南仙北三丁目２-30 635-1233
調剤薬局ツルハドラッグマリオス店 盛岡駅西通二丁目９-１ 621-5200
おおたばし調剤薬局 本宮字小板小瀬13-８ 656-3131
リーフ薬局 向中野三丁目10-10 656-5877

１/14
㈰

内 やまだ胃腸内科クリニック 津志田中央二丁目18-31 614-0180
臼井循環器呼吸器内科 松園二丁目２-10 662-9845

外 吉田整形外科・リウマチ科クリニック 本町通一丁目９-28 604-3820
小 さいとう小児科クリニック 月が丘二丁目２-60 643-7171
歯 前川歯科医院 西青山一丁目16-17 647-1411

薬
津志田薬局 津志田中央二丁目18-23 614-9986
のぞみ薬局 松園二丁目３-３ 662-7733
本町薬局 本町通一丁目９-28 652-8200
よつば薬局 月が丘二丁目２-59 643-2888


