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広　告 広　告広　告

時】３月21日㈬13時半～14時半【内
容】薄く切った木に絵を描いて、オリジ
ナルのバッジを作る【定員】30人

▲

輪
ゴム鉄砲を作ろう
【日時】３月25日
㈰13時半～14時
半【内容】木の枝
を組み立てて、輪
ゴム鉄砲を作る
【定員】30人

●科学談話会
【日時】３月22日㈭18時半～20時【場
所】市立図書館（高松一）【内容】岩手
大の宮崎雅

ま さ

雄
お

准教授が「においの科
学：においの正体と動物のにおい識別
能力」と題して講演【費用】無料【問】
同館☎661-4343【広報ＩＤ】1021907

●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】３月24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
み】３月15日㈭９時～23日㈮17時まで、
日本結婚支援協会☎613-5100で電話
受け付け【広報ＩＤ】1021079

●浜
はま

藤
とう

古本市
【日時】３月24日㈯・25日㈰、11時～
16時【場所】もりおか町家物語館（鉈
屋町）【内容】古本や自主制作本の販
売【問】同館☎654-2911【広報ＩＤ】
1022129

●一水会選抜展
【日時】３月29日㈭～４月15日㈰、10
時～17時【場所】深沢紅

こ う

子
こ

野の花美術
館（紺屋町）【内容】深沢紅子が属した
美術団体「一

い っ

水
す い

会」で活躍する画家の
新作展。市所蔵の深沢紅子作品も展
示【費用】入館料が必要【問】同館☎
625-6541【広報ＩＤ】1022132

●盛岡ブランド市民推進委員会
　委員を募集
【職務】盛岡ブランドの推進に必要な
事項について意見を述べる【人数】２人
【任期】５月から２年間【応募資格】①
４月１日時点で市内に１年以上住所を
有する20歳以上②平日の日中に開く年
３回程度の会議に出席できる―のい
ずれにも該当する人【申し込み】市役所

　県は、消防団員への特典や割引などの
サービスを通じて、消防団を応援する店
舗を募集しています。詳しくは県総合防災
室☎629-5151へお問い合わせください。

●盛岡花火の祭典
　ポスターデザイン募集
　盛岡花火の祭典実行委員会は、８月
11日㈯に開催予定の同祭典のポスタ
ーデザインを募集します。最優秀賞（１
点）には賞金５万円を進呈。応募方法
など詳しくは、盛岡商工会議所都南支
所（永井23）などに備え付けの募集要
項でご確認ください。要項は同祭典の
公式ホームページへも掲載します。【申
込期限】４月20日㈮【問】同実行委員会
（盛岡商工会議所都南支所内）☎638-
3399

●被害者支援ボランティア募集
　いわて被害者支援センターは、犯罪
や交通事故の被害者やその家族の裁判
所への付き添いや精神的ケアなどの支
援を行うボランティアを募集しています。
対象は25歳以上の人。講習（無料）を
受講してから活動を始めるので、経験の
有無は問いません。応募の締め切りは
４月15日㈰です。詳しくは同センター☎
621-3750へお問い合わせください。

●盛岡南地区都市再生整備計画
　事後評価結果を公表
　盛岡南地区で19年度から実施して
きた都市再生整備計画事業の第二期
計画の事業が完了したので、事後評価
結果を公表します。評価結果は都南分
庁舎１階の盛岡南整備課に備え付ける
ほか、市公式ホームページに掲載しま
す【問】同課☎639-9032【広報ＩＤ】
1009906

●水質検査計画を策定
　上下水道局は、30年度の水質検査
計画を策定しました。これは、皆さんが
安心して水道水を使えるよう、表２のと
おり水質検査の内容を定めたものです。
計画書は、上下水道局お客さまセンター
（愛宕町）や水質管理センター（加賀野
字桜山）に備え付けるほか、上下水道局
のホームページにも掲載します。【問】
浄水課水質管理センター☎623-1411、

公式ホームページ「みずの輪」http://
www.morioka-water.jp

●生ごみで作ったたい肥を販売
　都南地域のごみ処理を行っている盛
岡・紫波地区環境施設組合は、家庭か
ら排出された生ごみを発酵させて作っ
たたい肥「田園有機」を販売しています。
家庭菜園などにご利用ください。10袋
以上購入した場合、希望により配達しま
す。【価格】１袋（40㍑）350円【販売場
所・問】同組合（矢巾町）☎697-3835

●緑の募金へ協力を
　３月20日㈫から５月31日㈭まで、森
を守り育てることを目的とした緑の募
金を行います。期間中は大通りや肴町
など市内各所で募金活動を実施。ぜひ
ご協力ください。昨年度の募金総額は
657万9885円で、環境緑化事業や緑化
イベント支援などに活用しました。■

記念イベント
【日時】３月21日㈬12時半～【場所】
川徳（菜園一）、盛岡南ショッピング

センターサンサ（津志田西二）【内容】
先着100人に花の苗か種をプレゼント
【問】林政課☎626-7541【広報ＩＤ】
1008281

●山火事に注意
　３月から５月は山火事防止月間です。
今年の標語は「小さな火　大きな森を
　破壊する」。春は空気が乾燥し風が
強い日も多いため、山火事が起こりや
すい季節です。たばこの投げ捨て、乾燥
した日の野焼きは絶対にやめましょう。
【問】林政課☎626-7541

●寄付をいただきました
■つなぎ温泉観光協会
　（菊地善

よし

雄
お

会長）
1万7700円。子ども未来基金に

●市の推計人口（２月１日現在）
【人口】29万5286人（男＝13万9931
人、女＝15万5355人）【対前月比】113
人減【世帯数】13万1466世帯【問】企
画調整課☎613-8397

別館８階の都市戦略室や本館１階の窓
口案内所、各支所などに備え付ける申
込用紙に必要事項を記入し、〠020-
8530（住所不要）市役所都市戦略室
へ郵送または持参。郵送は４月５日㈭
必着。持参は同日17時締め切り。応募
多数の場合は選考【問】同委員会（都
市戦略室内）☎613-8370【広報ＩＤ】
1022355

●子ども・子育て支援事業を募集
　盛岡市子ども未来基金を活用し、市
民や企業、団体が行う子ども・子育て
支援の活動に補助金を交付します。【対
象・補助額】①子どもの学習支援②子
育て世代の交流活動や情報発信③虐
待予防活動―など、活動費20万円ま
では全額、20万円を超える場合は活動
費の５分の４まで、上限50万円

▲

推進
部門：上記①～③に該当し、さらにもり
おか子育て応援プラザで実施、子育て
情報の発信、子どもの居場所づくり、子
どもの貧困対策―に係る活動の場
合、活動費300万円まで全額【申し込
み】市保健所４階の子ども青少年課に、
３月26日㈪17時までに必要書類を持
参【問】同課☎613-8356【広報ＩＤ】
1022184

●介護予防教室を運営する
　受託者を募集
　65歳以上の人を対象に運動機能向
上や介護予防の啓発を行う「元気はな
まる筋力アップ教室」を運営する受託
者を募集します。【予定委託期間】６月
１日㈮～来年３月29日㈮【募集期限】４
月５日㈭17時。詳しくは市公式ホームペ
ージをご覧ください【問】長寿社会課☎
613-8144【広報ＩＤ】1018990

●消防団員・消防団応援の店
　募集
　火災や災害時に、地域の防災活動を
担う消防団員になりませんか。市には現
在、約1160人の団員が在籍し、大切な
人や地域を守る活動をしています。18歳
以上で、市内に居住または勤務している
人であれば入団できます。入団を希望す
る人は消防対策室☎626-7404へお問
い合わせください。
■いわて消防団応援の店

　もりけんに挑戦（27年度３級問題）�（正解は10ページに掲載）
　盛岡駅とマリオスをつないでいる自由通路の名前は何ですか。
　①ちゃぐちゃぐこみち　②さんさこみち　③たくぼくこみち　④ぎんがこみち

●無料の法律相談
　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】４月分は９日㈪・23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【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

●休日納付相談
【日時】３月25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

●多重債務相談
　借金で悩んでいる人の相談に応じま
す。【受付時間】月～金曜、８時半～16
時半【問】盛岡財務事務所☎622-1637

●産直スタンプラリー
　市産地直売所連合会に加盟する表１
の店舗で、300円以上の買い物か食事
でもらえるスタンプを３店舗分（同一店
は不可）集めると、対象店舗で使える
商品券が抽選で当たります。【期間】３
月17日㈯～４月22日㈰【問】同連合会
（農政課内）☎626-7540【広報ＩＤ】
1022152

●動物公園に行こう
　動物公園（新庄字下八木田）で、次の
イベントを開催。入園料が必要です。い
ずれも開始10分前から、動物資料館前
で先着順に受け付けます。【問】同園☎
654-8266

▲

木のバッジを作ろう【日

■市立図書館（高松一☎661-4343）
◎かみしばいのへや
【日時】３月22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】３月24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】３月28日㈬10時～12時
【内容】佐々木たづ作「白いぼうしの
丘」（偕成社）
◎えほんのへや
【日時】３月29日㈭15時半～16時
【対象】幼児～小学生

■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】４月11日㈬15時半～16時
【対象】幼児～小学生
■上田公民館（上田四☎654-2333）
◎なかよしおはなし会
【日時】３月29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】４月７日㈯10時半～11時40分
【内容】「チップとデール～リスの山小
屋合戦～」「はらぺこあおむし」など４本
【対象】幼児～小学生

申込期限
あなたの作品で、盛岡城跡公園を彩ってみませんか？

　４月20日㈮から22日㈰まで開催する「第47回もりおか環境緑花まつり」に
出展する寄せ植えとハンギングバスケット作品を募集します。作品は、来場者
による人気投票を行い、入賞者には賞状や副賞を贈呈します。

■出展の条件
①根付きの植物を使用する（ドライ
　フラワーと切り花、造花は使用不
　可）
②制作・搬出入にかかる経費は出展
　者の負担
③指定日時に完成品を搬入・搬出する
○搬入：４月19日㈭13時～17時　
○搬出：４月22日㈰16時15分～18時

■申し込み方法
　市役所本館１階の窓口案内所や各
支所に備え付けている出展申込書
に必要事項を記入し、〠020-8532
（住所不要）市役所公園みどり課内、
同実行委員会に郵送、ファクスま
たはメール。４月６日㈮17時必着。
申込書は市公式ホームページにも掲
載しています

■募集する作品
＜寄せ植え部門＞
①作品のサイズは縦50㌢・横50㌢
　・高さ120㌢以内
②鉢などの容器は一人で持ち運びで
　きる程度のもの（種類は自由）
③１作品につき１鉢とし、鉢の外に
　装飾があるものは不可
＜ハンギングバスケット部門＞
①作品のサイズは縦90㌢・横90㌢
　・奥行90㌢以内
②背景やオーナメントなどの装飾も
　サイズに収める

　　「寄せ植え・ハンギングバスケット作品展示会」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作品募集

問い合わせ
もりおか環境緑化まつり実行委員会
（公園みどり課内）
☎639-9057　ファクス637-1919

 kouen@city.morioka.iwate.jp
【広報ＩＤ】1022282

４月６日㈮
　17時

催　し

相　談 図　書

お知らせ

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

３/18
㈰

内
いしい内科・糖尿病クリニック 中ノ橋通一丁目４-20水晶堂ビル４階 601-2277
おいかわ内科クリニック 上田一丁目18-46 622-7400
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201

外 栃内病院 肴町２-28 623-1316
小 吉田小児科 梨木町２-13 652-1861
歯 向井田歯科医院 梨木町11-１ 606-8181

薬
中ノ橋薬局 中ノ橋通一丁目７-15 624-2823
あおば薬局上田店 上田一丁目18-50 622-0370
中津川薬局 肴町８-５ 604-2300
ぺんぎん薬局 梨木町２-14 652-3345

３/21
㈬

内 鎌田内科クリニック 本宮二丁目20-１ 636-1725
旭橋クリニック菊池循環器内科 材木町２-26近三ビル３階 653-8511

外 細井外科医院 大沢川原一丁目１-２ 624-2715
小 みうら小児科 中野一丁目16-10 622-9591
歯 三善歯科医院 西青山二丁目18-４ 647-7666

薬
あざみ薬局本宮店 本宮二丁目20-18 631-2888
どんぐり薬局材木町 材木町２-26 652-9177
つくし薬局下の橋店 大沢川原一丁目１-３ 624-8730
なかのユニオン薬局 中野一丁目21-１ 652-6587

３/25
㈰

内 小豆嶋胃腸科内科クリニック 仙北三丁目13-20 636-1503
えいづか内科胃腸科クリニック 緑が丘四丁目１-７ 663-7788

外 双木整形外科医院 月が丘二丁目５-23 646-3855
小 臼井循環器呼吸器内科・小児科 松園二丁目２-10 662-9845
歯 松本陽子デンタルクリニック 本宮二丁目43-11 656-4618

薬
せんぼく調剤薬局 仙北三丁目13-22 635-0330
ハーブ薬局 緑が丘二丁目８-26 665-2288
エイシン薬局 月が丘二丁目５-21 641-0454
のぞみ薬局 松園二丁目３-３ 662-7733

４/１
㈰

内 川村内科医院 志家町４-４ 651-6677
森谷医院 高松三丁目11-29 663-1247

外 内丸病院 本町通一丁目12-７ 654-5331
小 西島こどもクリニック 上田一丁目19-11 651-1369
歯 むらかみ歯科医院 中央通二丁目７-11 651-7090

薬
どんぐり薬局たかまつ 高松三丁目11-23 661-6995
アイリス薬局 高松三丁目10-14 665-3030
油町薬局 本町通一丁目11-25 629-3400
あおば薬局上田店 上田一丁目18-50 622-0370

表２　水質検査の概要
種類 内容

毎日検査項目
（水道法で義務付けられてい
る３項目）

【項目】色や濁り、残留塩素
【場所】指定した蛇口
【回数】１日１回

水質基準項目
（水道水の要件として水道法
で定められている51項目）

【項目】一般細菌や大腸菌、金属類、消毒副生成物、味など
【場所】水源や配水池、指定した蛇口など
【回数】項目により年１～12回

水質管理目標設定項目
（水質管理上留意すべき26項
目）

【項目】金属類や農薬類、消毒副生成物、腐食性など
【場所】水源や配水池、指定した蛇口など
【回数】項目により年１～12回

表１　産直スタンプラリー開催店舗
名称（所在地） 電話番号

ふれあい純情市場「さっこら」
（仙北二） 636-3688
あいさい舘（上鹿妻山崎） 659-0022
てんぐの里106（川目６） 654-2201
あすなろや羽場店（羽場16） 638-3055
サン・フレッシュ都南
（下飯岡21） 637-6801
花山野（手代森24） 696-3420


