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認知症の初期症状がチェックできる簡易テストや認知症の人と
の接し方などのほか、症状に合わせた支援やサービスの一覧、各
種機関の電話番号など、役立つ情報が盛りだくさん！

　認知症の早期発見や支援が知り
たいときに役立つ「もの忘れあんし
ん相談ガイド」を作成しました。地
区ごとの相談窓口やもの忘れ相談
医などの一覧も折り込まれていて
便利。市役所本館５階の長寿社会
課や玉山総合事務所健康福祉課、
各老人福祉センターなどで配布し
ているほか、市公式ホームページか
らもダウンロードできます。
【問】長寿社会課
        ☎613-8144
【広報ＩＤ】1006417

【イメージ図】

通称、ケアパス！
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荒屋）【内容】29年度の発掘調査の成
果を紹介【費用】入館料が必要【問】同
館☎635-6600【広報ＩＤ】1009440

▼ 調査成果報告会【日時】３月４日㈰13
時半～15時【定員】先着80人【費用】無料

●集い語ろう！高松の池物語
【日時】２月４日㈰13時～16時【場所】
上田公民館（上田四）【内容】まちづく
りで活躍する人たちによる討論会や高
松の池を舞台にしたドキュメンタリー映
画の鑑賞などを通して高松の池の魅力
を知る【定員】先着100人【費用】無料
【問】カフェカムオン内、ハートブルーム
タウンたかまつ事務局☎663-7270

●読書週間に関する各種講演会
■「ハナミズキのみち」講演会
　～陸前高田いのちの道をつなぐ～
【日時】２月４日㈰14時～15時半【場
所】都南図書館（永井24）【内容】陸前
高田「ハナミズキのみち」の会の淺沼ミ
キ子代表による震災の体験談や絵本制
作の話など【定員】先着40人【費用】無
料【問】同館☎637-3636【広報ＩＤ】
1000831
■「笑顔のチカラ　名物ドアマン大い
　に語る」
【日時】２月11日㈰14時～16時【場所】
市立図書館（高松一）【内容】ハンバ
ーグレストラン「ベル」の元ドアマンの
佐々木重

し げ

政
ま さ

さんによる「はつらつとした
人生の愉

た の

しみ方」についての講演【定
員】50人【費用】無料【申し込み】２月
４日㈰10時から同館☎661-4343で先
着順に電話または直接受け付け【広報
ＩＤ】1021473

●盛岡ブランドフォーラム
【日時】２月12日㈪13時半～16時【場
所】中央公民館（愛宕町）【内容】編集
者の藤本智

さ と

士
し

さんによる地域の魅力の
見つけ方などの講演やもりおか暮らし
物語賞の授賞式など【定員】先着200人
【費用】無料。託児（５人）を希望する
場合は２月５日㈪９時から都市戦略室
☎613-8370で先着順に受け付け【広

館☎634-1171
■少年少女発明クラブ会員を募集
　工作の基礎技術習得や発明くふう展
の作品作りなどをする同クラブの会員
を募集します。【活動期間】４月～来年
２月の各月３回程度、主に日曜【応募
期間】２月６日㈫～25日㈰。定員や費用、
応募方法など詳しくは同館へ問い合わ
せるか市公式ホームページをご覧くださ
い。【広報ＩＤ】1003277

●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）☎601-5001：２月３日㈯・
４日㈰・20日㈫・24日㈯・25日㈰は終
日、利用できません ▼ 市立総合プール
（本宮五）☎634-0450：２月20日㈫・
25日㈰は終日、利用できません

●地域おこし協力隊を募集
　市は、地域の振興を図るため、地域
おこし協力隊を若干名募集します。対
象は、現在三大都市圏をはじめとする
都市部に住んでいる人。詳しくは企画
調整課☎626-7534に問い合わせるか
市公式ホームページをご覧ください。応
募は３月２日㈮必着です。【広報ＩＤ】
1018517

●チャグチャグ馬コ引き手募集
　チャグチャグ馬コ保存会は、６月９日
㈯に行われるチャグチャグ馬コの引き
手を10人程度募集します。【対象】当
日馬を引いて歩くことのできる、馬が好
きな18歳以上で、３月下旬～６月上旬
に開催する３回程度の練習会に参加で
きる人【定員】10人程度【費用】2000
円【申し込み】はがきに住所と名前、年
齢、職業、電話番号を記入し、〠020-
8530（住所不要）市役所観光交流課
内、チャグチャグ馬コ保存会事務局へ。
２月26日㈪消印有効。定員を超えた
場合は抽選【問】観光交流課☎613-
8391

●フットサル大会参加者募集
【日時・内容】２月25日㈰、初心者ク
ラスは９時～12時、男女年齢混合クラ
スは13時半～16時半【場所】盛岡体育
館（上田三）【定員】各クラス10チーム
【費用】１チーム１万円【申し込み】２月
４日㈰９時から同館☎652-8855で先
着順に電話または直接受け付け

●屋外広告物に関する講習会
【日時】２月26日㈪９時半～16時半・

27日㈫10時～16時【対象】屋外広告業
を営もうとする人や従事する人など【申
し込み】市役所都南分庁舎２階の景
観政策課に備え付けの申請書に4000
円分の収入証紙を貼り、必要事項を記
入して同課へ持参するか〠020-8532
（住所不要）市役所景観政策課へ郵
送。持参の場合は２月９日㈮17時締め
切り、郵送の場合は同日必着。申請書
は市公式ホームページからもダウンロー
ドできます【問】同課☎601-5541【広
報ＩＤ】1021711

●「もりおかの環境」を作成
　市の環境に関する年次報告書をまと
めた「平成29年度版もりおかの環境」
を発行しました。公民館や図書館に備え
付けたほか、市公式ホームページにも掲
載しています。【問】環境企画課☎626-
3754【広報ＩＤ】1010067

●寄付をいただきました
■東北電力盛岡営業所（須田欣

きん

也
や

所
長）とユアテック盛岡営業所（小山田
一
かず

則
のり

所長）
ＬＥＤ街灯10灯取付工事一式。明るい
街づくりのために。

■市立図書館（高松一☎661-4343）
　２月13日㈫～23日㈮は図書点検のた
め館内の利用はできません。
◎児童文学を読む会
【日時】２月７日㈬10時～12時

【内容】アレックス・ジーノ作「ジョージ
と秘密のメリッサ」（偕成社）
◎かみしばいのへや
【日時】２月８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】２月９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】２月10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
■都南図書館（永井24☎637-3636）
◎おはなしのじかん
【日時】２月14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】２月21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】２月10日㈯11時～11時半
【対象】４歳～小学生
◎おひざにだっこの会
【日時】２月16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】２月15日㈭10時半～11時
【対象】幼児
■西部公民館（南青山町☎643-2288）

報ＩＤ】1007572

●コミュニティリーダー研修会
【日時】２月16日㈮13時半～15時半
【場所】盛岡劇場（松尾町）【内容】岩
手大三陸復興・地域創生推進機構の
船
ふ な

戸
と

義
よ し

和
か ず

特任研究員による「総参加型
を目指す自治会づくり―災害公営住
宅での取組みに学ぶ」と題した講演など
【定員】先着150人【費用】無料【問】
市民協働推進課☎626-7535【広報Ｉ
Ｄ】1018084

●盛岡弁で語る昔話
【日時】２月17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

み ず

穂
ほ

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

●もりげきライヴ
【日時】２月21日㈬19時～21時【場所】
盛岡劇場（松尾町）【出演】K

き っ す っ す

ISS+S
【費用】前売り1000円、当日1200円。小
学生以下無料【問】同劇場☎622-2258

●シネマ上映会
【日時】２月24日㈯10時～11時40分
【場所】見前南地区公民館（西見前13）
【内容】朝日ニュース映画で見る昭和48
～50年【定員】30人【費用】無料。当日、
会場へどうぞ【問】同館☎601-6735

●卓球バレー教室
【日時】２月24日㈯13時～16時【場所】
県勤労身体障がい者体育館（青山四）
【内容】障がいのある人の健康維持・
増進と地域での仲間づくり【費用】無
料【申し込み】同館☎645-2187で電
話受け付け。２月15日㈭17時締め切り
【問】市身体障害者スポーツ推進協議
会☎622-6507

●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

　もりけんに挑戦（27年度３級問題）�（正解は８ページに掲載）
　次のうち盛岡市と接していない市町はどれですか。
　①遠野市　②宮古市　③花巻市　④葛巻町

●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】２月
６日㈫・８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

●リハビリ無料相談会
【日時】２月８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】２月13日㈫・27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】２月14日㈬10時～15時【場所】
全日本不動産協会県本部（八幡町）【内
容】空き家の処分・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

●補聴器無料相談会
【日時・場所】２月21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

●無料労働相談会
【日時】２月25日㈰13時～16時※受け
付けは15時まで【場所】アイーナ（盛岡
駅西通一）【問】県労働委員会事務局☎
0120-610-797

●「小さな美術館で大きな絵」展
【日時】３月25日㈰まで、10時～17時
【場所】深沢紅子野の花美術館（紺屋
町）【内容】紅子の家族の肖像を多数
展示【費用】入館料が必要【問】同館☎
625-6541【広報ＩＤ】1021874

●埋蔵文化財調査資料展
【日時】２月３日㈯～５月20日㈰、９時
～17時【場所】遺跡の学び館（本宮字

月日 接骨院名 電話番号
２/４小笠原整骨院（好摩字上山）682-0106
２/11あきもと接骨院（北飯岡二）681-3186
２/18村上整骨院(青山一) 645-2313
２/25ひかり整骨院中ノ橋（中ノ橋通一）651-0480

【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

お知らせ

◎ふたばおはなし会
【日時・対象】２月14日㈬、10時～10
時40分は１歳３カ月～３歳、10時50分
～11時10分は１歳３カ月まで
◎おはなしのひろば
【日時】２月17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)
◎あそびの広場
【日時】２月７日㈬10時～12時
【対象】未就学児まで

催　し

相　談
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表　子ども科学館の各種イベント
イベント名 日時 内容（費用） 定員
偏光板キーホ
ルダー

２月の日曜・祝日
10時半～12時と14時～
15時半

ステンドグラスのような模様のキーホ
ルダーを作る
（各回300円※展示室入場料別途）

各回
30人

科学でキッチ
ンマジック！

２月の日曜・祝日と３/
４㈰、13時～13時20分

キッチンにある物での科学手品
（無料※展示室入場料別途） なし

ナイトミュー
ジアム

３/３㈯
①18時～18時半
②18時半～20時
③19時～19時半

①今夜の星空見どころ案内（無料）
②星を見る会（無料）
③星音～愛の歌リクエスト特集～（４
歳～中学生200円、高校生以上500
円。３歳以下無料。当日17時半から受
け付けでチケットを販売）

①③
160人
②
なし

結晶さくら
３/４㈰
10時半～12時と14時～
15時半

結晶ができる様子の観察と松ぼっくり
に結晶を作って桜の木のように見える
工作（各回200円）

各回
30人

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

２/４
㈰

内 あべ菜園内科クリニック 菜園二丁目５-29 623-7000
池田内科 上太田弘法清水10-３ 659-0310

外 見前ファミリークリニック 三本柳12-20-１ 632-6300
成島整形外科医院 好摩字上山14-66 682-0001

小 菅野小児科医院 山岸二丁目11-36 622-4448
歯 前川歯科クリニック 新田町９-15第３甚ビル 653-3200

薬

公園通薬局 菜園二丁目５-29菜園志和ビル１階 626-5656
上太田薬局 上太田弘法清水１ 658-1055
ミルマエ調剤薬局 三本柳12-21-４ 614-0071
アップル薬局山岸 山岸二丁目９-24 623-6633
工藤薬局 山岸二丁目12-15 623-4790

２/11
㈰

内 たけ循環器内科クリニック 北飯岡一丁目２-70 656-5855
久保田医院 大館町26-３ 646-9090

外 くわた脳神経外科クリニック 北飯岡一丁目２-68 656-5636
小 小林小児科クリニック 三本柳11-12-４ 638-0404
歯 松田歯科医院 中ノ橋通一丁目７-１-３階 624-8848

薬
本宮センター薬局 北飯岡一丁目２-71 656-5867
さんぺい薬局 大館町26-２ 641-0335
ワカバ薬局都南店 三本柳11-12-１ 637-6011

２/12
㈪

内 開運橋消化器内科クリニック 大通三丁目９-３菱和開運メディカルビル２階 613-3336
前川内科クリニック 新田町９-11 624-3313

外 池田外科・消化器内科医院 境田町５-18 648-3200
小 森田小児科医院 緑が丘四丁目１-60 662-3326
歯 大澤脳神経・内科・歯科クリニック 茶畑二丁目８-３ 624-3866

薬

銀河薬局開運橋店 大通三丁目９-３ 601-5562
アート薬局 新田町９-15 622-7881
みつや薬局 中屋敷町１-33 648-6060
調剤薬局アスティこうの 緑が丘四丁目１-50 662-2877
緑が丘薬局 緑が丘四丁目１-60 662-3458


