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ぜひ食べて
みてください！

◆主な内容◆（平成30年３月15日号）
４月からの市役所の課名や担当業務の変更、
窓口の休日開設と時間延長、自転車等駐車場の利用 　２～３ページ

各種講座情報、ユートランドリニューアルオープン、
ボランティアを募集 　４～５ページ

子育て情報ひろば 　６～７ページ
寄せ植え・ハンギングバスケット作品募集 　９ページ
引っ越しごみの出し方と水道の手続き、
市税などは口座振替が便利 　10ページ
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市役所本庁舎１階（
内丸）で開催

される販売会「ふれ
あい広場」

※毎週木曜11時～

※商品がなくなり次
第終了

障がいのある人が作る、地元の原材料を使ったパンやクッキ
ー、ひと針ひと針丁寧に作られた手芸や革製品があること

を知っていますか―。
　市内にある障がい福祉事業所では、事業所に通う人たちの就労
支援の一環として、物作りに取り組み、その商品を販売していま
す。商品の売り上げから原材料費などを引いた「工賃」は働く人
に支払われていますが、28年度の岩手県の工賃★は平均月額１万
8808円と、まだまだ低い状況にあります。これらの商品を購入
することが、福祉事業所で働く人の社会参加や経済的な支えにつ
ながります。
　障がいのある人もない人も、分け隔てなく暮らせる社会を目指
し、この取り組みを応援しませんか。商品は、一つ一つ丁寧に作
られ、使う人、食べる人のことを考えたこだわりの物ばかり。市
内のスーパーやデパートなどで販売されていますので、手に取っ
てみてください。
★雇用契約に基づかない就労支援を受けている人の場合

※商品は一例です
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■取材協力　社会福祉法人いきいき牧場　社会福祉法人カナンの園　特
定非営利活動法人ハートピュア盛岡　社会福祉法人盛岡市社会福祉事業
団　特定非営利活動法人ユリノキ会
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議場  

市民税課

市民協働推進課（文化国際室 / 
男女共同参画推進室） / 市民ホール

８Ｆ 企画調整課 （都市戦略室 / 国際リニア
コライダー推進事務局） / 建築住宅課

７Ｆ 経済企画課 / ものづくり推進課（立地創業支援
室）/ 観光交流課 /  新産業拠点形成推進事務局

６Ｆ 広聴広報課 / 資産税課

５Ｆ 危機管理防災課 / 介護保険課 / 河川課

３Ｆ 議会委員会室 / 議員控室

２Ｆ 納税課

１Ｆ 健康保険課

４Ｆ 会議室

本庁舎
本館

（内丸12-２）
別館

６Ｆ

７Ｆ

８Ｆ

５Ｆ

４Ｆ

３Ｆ

２Ｆ

１Ｆ

総務課 / 情報公開室 / 財政課 /  岩手県競馬組合経営改善対策事務局 /  
情報企画課 /公平委員会事務局 / 資産経営課 / くらしの安全課

道路管理課（雪対策室） / 交通政策課 / 道路建設課 / 用地課

契約検査課（工事指導検査室）/ 選挙管理委員会事務局 

地域福祉課 / 障がい福祉課 / 長寿社会課/ 教育委員会分室

市長室 / 副市長室 / 秘書課 / 職員課（能力開発室） / 管財課

議長室 / 副議長室 / 議会事務局（議事総務課） / 議員控室

医療助成年金課 / 会計課

市民登録課 / 窓口案内所

都南総合支所 / 母子健康課分室  / 盛岡南整備課１Ｆ

歴史文化課 / 教育研究所３Ｆ

建築指導課 / 市街地整備課（まちなか整備室） / 
公園みどり課２Ｆ

都南
分庁舎

（津志田14-37-２）

農業委員会 / 窓口案内所１Ｆ

教育委員会総務課 / 学務教職員課 / 
学校教育課 / 生涯学習課 ３Ｆ

都市計画課 / 景観政策課 / 
監査課２Ｆ

　市は組織機構を見直し、４月から新しい体制でスター
トします。市役所を利用する際は、各課の場所を確認の
上、お越しください。市役所の課名や担当業務が変わります

４月から
【問】組織の見直し　　　→職員課☎626-7505　　
　　　庁舎や各課の場所　→管財課☎626-7507
　　　保健所について　　→企画総務課☎603-8301

地域福祉課の臨時福祉給
付金等支給担当を廃止
　臨時福祉給付金等支給事務
の終了に伴い、若園町分庁舎
１階に設置していた地域福祉
課の臨時福祉給付金等支給担
当は廃止します。担当してい
た業務は、本庁舎５階の地域
福祉課が引き継ぎます。

市の経済をけん引する産業や
研究開発型企業などの集積を図
るため、新たなものづくりの産業
拠点の整備について、部や課な
どの垣根を越えて取り組みます。

新産業拠点形成推進
事務局を設置

市街地整備課内に
まちなか整備室を設置
盛岡バスセンター再整備事業や
市街地の再開発関連事業を担当。
より迅速な意思決定を図ります。

情報企画課を設置
総務課情報企画室を課制へ移

行し、情報システムや庁内ネッ
トワークの運用管理の増大、情
報セキュリティー対策の強化に
対応します。

28年に設置した「子育て世代包括
支援センター」に、子どもとその家庭
の子育ての悩みや困りごとに、家庭訪
問を中心に応じる「子ども家庭総合支
援センター」を合わせ、継続的な相
談・支援の拠点とします。

子ども未来ステーション
を設置

ごみ収集管理事務を
一部移管
　家庭ごみ収集運搬委託やご
み出しサポート事業など、資
源循環推進課（若園町分庁
舎）の業務の一部を収集セン
ター（門二）に移管します。

市保健所
（神明町３-29）

５Ｆ 微生物・理化学検査室 

４Ｆ 子ども青少年課（少年センター） /  調理実習室

３Ｆ 中ホール

２Ｆ 健康増進課 / 母子健康課 / 夜間急患診療所

１Ｆ 子育てあんしん課 / 子ども未来ステーション（子育て世代
包括支援センター・子ども家庭総合支援センター） / 
案内所 / 情報コーナー

6Ｆ 企画総務課 / 保健予防課 / 生活衛生課

7Ｆ 大ホール /  予防活動室

市役所や保健所へ車で来る人は、
　　市指定駐車場が便利です

市指定駐車場
はこちらから

市は、住民異動などの手続きを休日も受け付けるほか、月～金曜の窓
口の受付時間を延長します。取り扱う業務や受付窓口は、表１のとおり
です。この機会にご利用ください。【広報ＩＤ】1022297
■休日開設
３月31日㈯・４月１日㈰、９時～17時

■時間延長　※土・日曜を除く
３月26日㈪～４月６日㈮、18時半まで

表１ 休日受け付け・時間延長をする窓口など
受け付け業務 窓口

住民異動届、印鑑登録、個人
番号カード関係、証明書交付
（住民登録・印鑑登録・戸籍関係）

市民登録課（市役所本館１階）☎613-8309
都南総合支所市民係（津志田14）☎639-9030
玉山総合事務所税務住民課（渋民字泉田）☎683-3874

国民健康保険、後期高齢者医
療の各種届、納付相談（健康
保険課のみ）

健康保険課（市役所別館１階）☎626-7527
都南総合支所税務福祉係（津志田14）☎639-9058
玉山総合事務所健康福祉課（渋民字泉田）☎683-3869

医療費助成、母子健康手帳・
妊婦健診票・赤ちゃん手帳・
予防接種券の交付

医療助成年金課（市役所本館２階）☎626-7528
（母子健康手帳・妊婦健診票交付は除く）
都南総合支所税務福祉係（津志田14）☎639-9058
都南総合支所母子健康課分室（津志田14）☎603-8303
玉山総合事務所健康福祉課（渋民字泉田）☎683-3869
子育て世代包括支援センター（市保健所１階）☎613-2696
（医療助成の手続き、赤ちゃん手帳・予防接種券の交付は除く）

窓口の休日開設と時間延長

受け付け業務 窓口

児童手当、児童扶養手当（都
南総合支所除く）の諸手続き

子ども青少年課（市保健所４階）☎613-8354
都南総合支所税務福祉係（津志田14）☎639-9058
（児童扶養手当の新規手続きを除く）
玉山総合事務所健康福祉課（渋民字泉田）☎683-3869

小・中学校の就学、
転校手続き

教育相談室（市役所本館５階）☎639-9044
教育委員会学務教職員課（津志田14）☎639-9044
教育委員会学務教職員課玉山分室（渋民字泉田）☎683-3820

身体障害者手帳・療育手帳・
障害児福祉手当・特別障害者
手当・特別児童扶養手当の住
所変更など

障がい福祉課（市役所本館５階）☎613-8346
都南総合支所税務福祉係（津志田14）☎639-9058
玉山総合事務所健康福祉課（渋民字泉田）☎683-3869

転入による要介護認定の申請、
被保険者証などの住所変更

介護保険課（市役所別館５階）☎626-7560
都南総合支所税務福祉係（津志田14）☎639-9058
玉山総合事務所健康福祉課（渋民字泉田）☎683-3869

市・県民税課税（所得）証明
書交付

市民税課（市役所本館２階）☎626-7504
都南総合支所税務福祉係（津志田14）☎639-9058
玉山総合事務所税務住民課（渋民字泉田）☎683-3874

市・県収入証紙販売 市民登録課（市役所本館１階）☎613-8307
玉山総合事務所税務住民課（渋民字泉田）☎683-3874

資源とごみの分け方・出し方
の説明 資源循環推進課臨時窓口（市役所本館１階）☎626-3733

◎休日開設日をご利用ください
　 ３月30日㈮～４月６日㈮の平日は窓口が非常に混雑します。例年、休日開設日
の方が比較的空いていますので、ぜひご利用ください。

手続きに必要な書類
など、詳しくは各窓
口へお問い合わせ
ください
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自転車等放置
禁止区域

路上駐車を禁止する理由
・ 歩行者、特に車いすの人
　や点字ブロックを使う人
　の通行の妨げになる
・火事や救急などのときの
　緊急活動の妨げになる
・街の景観を損ねる
　　など…

　市は、盛岡駅周辺を自転車等放置禁止区域に指定しています。禁止区域に放置され
ている自転車などは随時撤去しますので、自転車や原動機付自転車を駐車するときは、
地図の市営自転車等駐車場を使用してください。使用料は、表２のとおりです。
【問】Ｆ

エフピー

Ｐホーム's自転車駐車場☎622-0972【広報ＩＤ】1001859

自転車等駐車場を使いましょう
盛岡駅周辺では

表２　市営自転車等駐車場の使用料

区分 自転車 原動機付自転車
自動二輪車

１回（24時間までごと） 100円 150円
１カ月
定期駐車券

一般 2000円 3000円生徒等 1500円
２カ月
定期駐車券

一般 3800円 5700円生徒等 2800円
３カ月
定期駐車券

一般 5700円 8600円生徒等 4200円
・ 生徒等とは、小・中学生と高校生、専門学校生、大学生、大学
院生が対象です
・定期駐車券は、２つの駐車場で共通して使用できます
・ 定期駐車券の「１カ月」は、月の初日からその月の末日までを
指します
・回数駐車券もあります。詳しくはお問い合わせください
・ＦＰホーム's自転車駐車場は、２時間以内の使用は無料です

ＦＰホーム's自転車駐車場
（木伏緑地地下にあります）
開場時間：６時～21時（年末年始除く）
駐車対象：自転車

盛岡駅西口自転車等駐車場
開場時間：24時間（年中無休）
駐車対象：自転車、原動機付自転車、自動二輪車
　　　　　（アイーナ側はバイク専用）

放置自転車
は

撤去します
！

盛岡駅西口自転車等駐車場

る

地図　市営自転車等駐車場の所在地

高架下にあって
雨でも安心！
バイクも

駐車できるよ！



ユートランド姫神
　　リニューアルオープン！

【問】ユートランド姫神
☎683-3215
【広報ＩＤ】1006867

■30年度外山森林公園サポー
　タークラブ会員
【日時】４月～11月の第３日曜、
９時～15時
【内容】同公園で植物保護や企画
イベントの手伝いなど
【定員】40人
【費用】2000円
【申し込み】はがきに郵便番号・
住所・名前（ふりがな）・生年月
日・性別・電話番号を記入し、〠
020-0885紺屋町２-９、盛岡広域
森林組合東部事業所へ郵送。ファ
クス653-1420でも受け付けます。
３月30日㈮必着
【広報ＩＤ】1022098

ボランティアを募集
■開運橋花壇クラブ
【日時】４月～11月、毎週土曜、６
時～７時※雨天の場合は翌日
【場所】開運橋上流側の北上川左岸
【内容】花壇作りや維持管理
【費用】保険料年間200円
※市外の人は350円
【申し込み】公園みどり課内、市グ
リーンバンク事務局☎639-9057で
電話受け付け
【広報ＩＤ】1010572

★リニューアルオープン記念特典
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・当日入浴料半額（大人300円、小学生
　150円）
・先着100人に産直売店100円割引券を
　プレゼント
・４/９㈪～14㈯は入浴料100円割引

各種講座情報各種講座情報

４［広報もりおか 30.３.15］ ［広報もりおか 30.３.15］５

７桁の数字：広報ＩＤ

※電話で申し込みの講座は右上に続きます

往復はがきで申し込む講座
往復はがきに①住所②名前③年齢④性別⑤電話番号⑥講座
名を記入し、表の申込期限必着で、主催する各施設・担当課
の各講座の係へ郵送してください。定員を超えた場合は抽選。

POSTOST
CARDDDDDDDDDD
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講座名
（住所・主催・連絡先） 日時 内容

（受講料・費用） 定員 申込
期限

れきぶん講座「古文書にみ
る盛岡藩」
〠020-0023内丸１-50
もりおか歴史文化館
☎681-2100

５/６㈰
13時半～15時半

青山学院大講師の千
葉一大さんが「南部
利敬20万石への道」
と題し講話
（無料） 1021582

50人 ４/22
㈰

中央通勤労青少年ホーム（中央通三）の体験講座（電話☎623-2701で申し込み）
【時間】19時～21時【対象】35歳未満の勤労者【申込開始】３/19㈪12時
詳しくは、同ホームのホームページでご確認ください

講座名など 期日 定員 費用
繭玉で作るバラのブローチ ４/11㈬ 10人 1000円
べっぴん講座　春のスキンケア&メイク ４/14㈯10時～12時 10人 無料
春の簡単パン作り～チーズパン&シュガー
バタースティック～ ４/16㈪ 10人 600円

春の和菓子作り～草もち&きりせんしょ～ ４/19㈭ 10人 350円
ベビーマッサージ
【対象】首が据わった３～12カ月の子と保
護者

４/21㈯13時半～15時半 10組 無料

４月の食卓　洋食編～山菜を使って～ ４/25㈬ 11人 600円
生け花入門　４月の花を生けよう ４/26㈭ 10人 1000円

皆さんの暮らしに役立つ講座の募集情報をお知らせするページです。詳しい内
容は市公式ホームページhttp://www.city.morioka.iwate.jp/をご覧くださ
い。また本号掲載以外の講座も掲載していますので、併せてご覧ください。

TELETEL
PHOPHO
NEE

電話で申し込む講座
講座を主催する各施設・担当課へ電話でお申し込みくだ
さい。表中の申込開始日から先着順に受け付けます。
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講座名・主催・連絡先 日時・回数・会場 内容

（受講料・費用）
定員
※対象

申込
開始

①つどいの森リフレッシュ　
　体操教室
②つどいの森ピラティス
　体操体験教室
③つどいの森青竹シニア
　体操体験教室
都南老人福祉センター
（湯沢１）☎638-1122

①３/23㈮
②４/５㈭
③４/７㈯
10時半～11時半

①脳トレやストレ
ッチなどをして介
護や認知症の予防
に役立てる
②体幹を鍛え、し
なやかな体作りを
目指す
③青竹で足裏のツ
ボを刺激し、内臓
の血流を良くする
（無料）

各20人
※医師による
運動制限のな
い概ね60歳
以上

３/18
㈰
10時

健康講座　歌を楽しむ会
都南老人福祉センター
（湯沢１）☎638-1122

３/30㈮
10時～11時

童謡などを歌い、
楽しみながら認知
症を予防（無料）

30人
※60歳以上

３/18
㈰
10時

いきいきスポーツ倶楽部
まつぞのスポーツクラブ
☎663-9280

４/５㈭・12㈭・
26㈭
13時半～15時
松園地区公民館
（東松園二）

介護予防のための
運動
（各500円）

各20人
※55歳以上

３/19
㈪
10時

ノルディックウオーキング教室
まつぞのスポーツクラブ
☎663-9280

４/６㈮・13㈮
10時～11時半
高松公園
（高松一）

ポールを使ったウ
オーキングを学ぶ
（各1000円※ポ
ール貸し出し200
円）

各20人
※20歳以上

３/19
㈪
10時

アロマでリラックスヨガ教室
盛岡体育館（上田三）
☎652-8855

①４/11～５/23
　水曜、全６回
　19時～20時
②４/12～６/21
　木曜、全８回
　13時15分～14
　時15分

アロマで香りを楽
しみながら、ヨガ
で心と体のバラン
スを整える
（①43 2 0円②
5760円）

15人
※女性

３/20
㈫
10時

じっくり学ぶパソコン教室
西部公民館（南青山町）
☎643-2288

４/11㈬～13㈮
全３回
９時半～12時半

パソコンとインタ
ーネットの基本操
作を学ぶ
（4200円） 各16人

４/４
㈬
10時

４/21㈯・22㈰
全２回
10時～16時

ワードの基礎と文
書作成を学ぶ
（4400円）

４/13
㈮
10時

つどいの森ヨガ体験教室
都南老人福祉センター
（湯沢１）☎638-1122

４/12㈭
10時半～11時半

ヨガで呼吸と姿勢
を意識し、柔軟性
を高める
（無料）

20人
３/18
㈰
10時

楽々エアロビクス教室
盛岡体育館（上田三）
☎652-8855

４/12～６/21
木曜、全８回
14時半～15時半

エアロビクスの基
本動作でエクササ
イズ
（5760円）

15人
※女性

３/20
㈫
10時

武道館スポーツクラブ
市立武道館（住吉町）
☎654-6801

４/13～６/22
金曜、全10回
17時半～19時

スポーツチャンバ
ラや球技などの基
礎を学ぶ
（8800円）

20人
※小学３年～
６年生

３/18
㈰
10時

楽ちん健こう法
～楽健法 二人ヨーガ体験～
サンライフ盛岡（仙北二）
☎635-9600

４/18㈬
13時半～15時半

２人一組で互いの
体を踏みほぐすヨ
ガを体験
（500円）

12人
３/19
㈪
14時

ボトルを彩る花の世界
ハーバリウムアレンジ
サンライフ盛岡（仙北二）
☎635-9600

４/21㈯
10時～11時45分

植物を特殊な溶液
で長期保存させる
ボトルアレンジを
作る
（2000円）

15人
３/24
㈯
10時

キャラホール少年少女合唱教室
都南公民館（永井24）
☎637-6611

４/21～12/23
土曜、全30回
①14時～14時50
　分
②15時～16時半

合唱の練習や年間
10回程度のステ
ージ発表をする
（①②各24 0 0
円）

①②各40人
※①小学３年
～４年生②小
学５年～中学
３年生

３/20
㈫
10時

歩くスキーツアー八幡平
市スキー協会の三浦さん
☎692-5899

４/22㈰
９時半～16時

源太森と八幡沼、
八幡平山頂を散策
（2000円）

25人
※歩くスキー
の中～上級者

３/19
㈪
10時

春を奏でる
はじめての和音体験
サンライフ盛岡（仙北二）
☎635-9600

４/27㈮
10時～11時半

小型琴「和音」で
春にちなんだ曲を
演奏する
（500円）

８人
３/22
㈭
10時

キャラホールジャズ鑑賞講
座「マイ・フェイヴァリッ
ト・ジャズ11」
キャラホール（永井24）
☎637-6611

５/15～６/12
火曜、全５回
19時～20時半

ジャズの魅力を多
方面から知り、生
演奏を鑑賞する
（2000円）

50人
４/４
㈬
10時

☞

市立総合プール（本宮五）の各種フィットネス教室（電話☎634-0450で申し込み）
【期間】４/９㈪～５/11㈮※教室により回数が異なります
【申込開始】３/21㈬14時。★印は14時半

教室名 曜日・時間 対象 定員 費用
美姿勢コンディショニ
ング 月曜、９時45分～10時35分

18歳以上
５人

2808円トータルフィットネス 月曜、10時45分～11時45分 ５人
リラックスヨガ 月曜、14時～15時 15人
★キッズ体育 月曜、15時半～16時15分 ５・６歳＊ 10人
★ジュニア体育 月曜、16時半～17時半 小学１年～２年生＊ 10人 3420円
よるいちピラティス 月曜、19時15分～20時15分 16歳以上 ５人 2808円
ピラティス 火曜、10時～11時 18歳以上 ５人 2106円
★親子体育あそび 火曜、15時～16時 ３・４歳＊と保護者 10組 2430円
★キッズ体育 火曜、16時15分～17時 ５・６歳＊ 10人 2160円
★ジュニアダンス 火曜、17時45分～18時45分 小学１年～６年生＊ 10人 2430円
ズンバ 火曜、19時15分～20時15分 16歳以上 ５人 2160円
歩くエアロビクス 水曜、10時～11時 18歳以上 ５人

2808円

コアシェイプ 水曜、11時15分～12時15分 18歳以上 ５人
リラックスヨガ 水曜、14時～15時 18歳以上 10人
★ジュニアヒップホッ
プ 水曜、16時半～17時15分 ６歳～小学４年生＊ 10人

ナイトヨガ 水曜、19時15分～20時15分 16歳以上 15人
あさイチピラティス 木曜、10時～11時 18歳以上 ５人
★ジュニア体育
（トランポリン専攻） 木曜、17時半～18時半 小学１年～３年生 ８人 3240円

ナイトピラティス 木曜、19時15分～20時15分 16歳以上 ５人

2808円

リラックスヨガⅠ 金曜、10時～11時 18歳以上 10人
リラックスヨガⅡ 金曜、11時15分～12時15分 18歳以上 10人
ごごイチピラティス 金曜、13時半～14時半 18歳以上 15人
★キッズ体育Ⅰ 金曜、14時40分～15時25分 ４・５歳＊ 10人
★キッズ体育Ⅱ 金曜、15時35分～16時20分 ５・６歳＊ 10人
★ジュニア体育 金曜、16時40分～17時40分 小学１年～２年生＊ 10人 3240円
ステップエクササイズ 金曜、19時～20時 16歳以上 ５人 2808円

講座名・主催・連絡先 日時・回数・会場 内容
（受講料・費用）

パソコン・タブレットお助け相談会
西部公民館（南青山町）
☎643-2288

3/20㈫、10時～12時
と13時～15時※開催
時間内で随時受け付け

パソコン・タブレット全般
に関する相談
（500円）

直接会場で受け付ける講座
講座がある当日、直接会場で受け付けます。

名 主催

健康づくり！マッサージ等指導教室【問】長寿社会課☎603-8003【広報ＩＤ】1003805
マッサージ師による健康づくりの講話と体のケアの基礎的な技術や知識のアドバイス【対
象】60歳以上【定員】各15～25人。開始10分前から先着順【費用】無料※タオル持参

日時 会場
３/22㈭13時半～15時半 乙部老人福祉センター（乙部28）
３/23㈮10時～12時 太田老人福祉センター（上太田細工）
３/24㈯・４/３㈫、10時15分～12時15分 愛宕山老人福祉センター（愛宕下）
４/６㈮10時～12時 西青山老人憩いの家（西青山三）
４/12㈭10時～12時 山王老人福祉センター（山王町）
４/16㈪10時～12時 津志田老人福祉センター（津志田西ニ）

元気はなまる筋力アップ教室【問】長寿社会課☎613-8144【広報ＩＤ】1003803
足腰を丈夫に保つための体操や健康づくりのための講話　
【対象】65歳以上【費用】無料※内履き・タオル・飲み物持参

日時 会場 定員
４/10㈫10時～12時 西部公民館（南青山町） 30人
４/16㈪13時半～15時半 カワトク（菜園一） 30人
４/18㈬13時半～15時半 都南公民館（永井24） 30人

ゆぴあす（上田字小鳥沢）のフロア教室と水泳教室（電話☎662-1414で申し込み）
【期間】①毎月３～５回②４/17㈫～６/29㈮、全10回。第２火曜は休館のため、いず
れも前日に振り替えて実施【対象】◆印は高校生を除く18歳以上【申込開始】①は３
/24㈯10時、②と選べるレッスンは３/25㈰10時

教室名 曜日・時間 対象 定員 費用

①
フ
ロ
ア
教
室

やさしいピラティス 月曜、10時半～12時★

◆

25人

各
月３回

2100円※以
降１回ごと
に700円増

よくばり健康塾 月曜、13時～14時半★ 各
25人木曜、10時半～12時★

はじめて太極拳～初級～ 月曜、14時～15時半★ 20人
カラダメンテナンス入門 火曜、10時15分～11時15分 25人
身体も心もリフレッシュ 火曜、10時半～12時★ 35人
ストレッチング 火曜、14時半～15時45分★ 25人
ベリーダンス 火曜、19時～20時★ 20人
さわやかアロマヨガ 水曜、10時15分～11時15分 20人
かんたんステップエクサ
サイズ

水曜、14時～15時 各
25人金曜、14時～15時

エアロビクス 水曜、19時～20時15分★ 25人
リラックスお昼ヨガ 木曜、13時半～14時半★ 20人
シェイプアップボクシング 木曜、19時～20時15分★ 20人
やさしいピラティス 金曜、10時半～12時★ 30人
ダンスエアロ 金曜、19時～20時15分★ 25人
太極拳 土曜、10時半～12時★ 25人

kids（キッズ）ダンス 金曜、14時45分～15時45分

30年度中
に５・６
歳になる
子

10人

月３回
1800円※以
降１回ごと
に600円増

②
第
１
期
水
泳
教
室

スイミングクリニック

火曜、10時半～11時半

◆

25人

各
8000円

火曜、19時～20時 10人
水曜、13時半～14時半 25人
木曜、19時～20時 10人

アクアエクササイズ

火曜、13時半～14時半★
各  
30人

水曜、11時半～12時半★
木曜、10時半～11時半
金曜、19時～20時★

初心者水泳 水曜、10時半～11時半 25人
アクアウォーキング 金曜、10時半～11時半 30人

幼児水泳

火曜、15時～16時 30年度中
に４～６
歳になる
子

各  
30人

水曜、15時～16時
木曜、14時45分～15時45分
金曜、15時～16時

小学生水泳（初級）

火曜、16時半～17時半

小学生 各  
60人

各
7000円

水曜、16時半～17時半
木曜、16時～17時
金曜、16時半～17時半

選べるレッスン ①②の★印の教室から週１回
好きな教室を選んで受講 ◆ 15人 8000円

南公園サッカークラブ（電話☎632-3344で申し込み）
【主催・会場】いわぎんスタジアム（永井８）
【期間】４月～来年３月【申込開始】３/22㈭９時
コース名 曜日・回数 対象・時間 定員 費用

週１日コース

毎週火曜・水曜・木
曜のうち１日と月１
回土曜
全62回

①４歳～５歳
14時50分～15時50分

②小学１年～２年生
16時～17時

③小学３年～６年生
17時15分～18時45分

【土曜】
①９時～10時
②10時15分～11時45分
③小学３年～４年生
　13時～14時半
　小学５年～６年生
　14時45分～16時15分

各学年
20人

①②月3780円
③月4860円

週２日コース

毎週火曜・水曜・木
曜のうち２日と月１
回土曜
全112回

①②月4860円
③月6480円

週３日コース
毎週火曜・水曜・木
曜と月１回土曜
全162回

①②月5940円
③月7560円

＊印は30年度にその年齢に達する子

※入会時に保険料800円を別途徴収

４/８日
10時～

市立総合プール（本宮五）の各種水泳教室（電話☎634-0450で申し込み）
【期間】４/７㈯～５/11㈮【申込開始】３/21㈬15時半

教室名 曜日・回数・時間 対象※定員 費用

水泳（初級） 木曜、全４回、10時20分～11時20分 18歳以上 3456円金曜、全４回、10時20分～11時20分

水泳（中級）

月曜、全４回、19時半～20時半 中学生以上 3456円
火曜、全３回、11時半～12時半

18歳以上
※土曜のみ30人

2592円
水曜、全４回、10時20分～11時20分

3456円
金曜、全４回、11時半～12時半
土曜、全４回、13時半～14時半

水泳（上級） 月曜、全４回、10時10分～11時10分
木曜、全４回、11時半～12時半

水泳（マスターズ） 月曜、全４回、11時15分～12時半 競技会出場を目指す
18歳以上 3456円

幼児水泳

月曜、全４回、15時半～16時半

30年度中に４～６歳
になる子
※月～金曜は40人、
土曜は30人

3456円
火曜、全３回、15時半～16時半 2592円
水曜、全４回、14時45分～15時45分

3456円

水曜、全４回、16時～17時
木曜、全４回、15時半～16時半
金曜、全４回、14時45分～15時45分
金曜、全４回、16時～17時
土曜、全４回、12時～13時

水中運動 火曜、全３回、11時半～12時半
18歳以上
※火～木曜は40人、
土曜は30人

2592円
木曜、全４回、11時半～12時半 3456円

アクアビクス 水曜、全４回、11時半～12時半 3456円土曜、全４回、19時～20時

市立総合プール（本宮五）の各種スポーツ英会話教室（電話☎634-0450で申し込み）
【期間】４/13㈮～5/11㈮【申込開始】3/21㈬15時

教室名 曜日・回数・時間 対象 定員 費用

一般（初級） 金曜、全４回
14時45分～16時 18歳以上

各８人 6480円キッズ 金曜、全４回
16時15分～17時

30年度に５歳～小
学１年生になる子

ジュニア 金曜、全４回
17時15分～18時

30年度に小学１年
～３年生になる子
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子育て情報ひろば　カダッテ

子育て情報ひろば
２月21日開催の
１歳６カ月児健診に
参加した子どもたち

催の

 ４月の幼児健診 日程と対象は下表のとおり。診査票などは
郵送します。

市保健所（神明町）受付時間：９時15分～10時15分

１歳６カ月児健診
４/４㈬ 28年９月15日～９月26日生まれ
４/18㈬ 28年９月27日～10月８日生まれ
４/25㈬ 28年10月９日～10月21日生まれ

３歳児健診 ４/13㈮ 26年12月17日～12月28日生まれ
４/20㈮ 26年12月29日～27年１月８日生まれ

高松地区保健センター（上田字毛無森）受付時間：９時15分～10時15分
１歳６カ月児健診 ４/11㈬ 28年９月15日～10月11日生まれ
３歳児健診 ４/27㈮ 26年12月24日～27年１月25日生まれ
都南地区保健センター（津志田14）受付時間：９時15分～10時15分
１歳６カ月児健診 ４/19㈭ 28年９月16日～10月13日生まれ
３歳児健診 ４/12㈭ 26年12月９日～27年１月10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
受付時間：９時～９時15分 ４/５㈭ 28年９月１日～９月15日生まれ

３歳児健診
受付時間：９時15分～９時半 ４/５㈭ 26年12月１日～12月31日生まれ

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

●子育てを楽しく

　市立とりょう保育園子育て支援セン
ターは、次のとおり子育て支援の場を
開設します。時間はいずれも10時～11
時半。参加無料。当日、会場へどうぞ。
【問】同支援センター☎651-8580▶ぴ
よぴよルーム【期日・場所】3月23日㈮
は飯岡地区保健センター（下飯岡８）、4
月10日㈫は高松地区保健センター（上
田字毛無森）【対象】０歳の子と保護者▲

にこにこルーム【期日・場所】4月５
日㈭は都南公民館（永井24）、17日㈫
は高松地区保健センター（上田字毛無

森）【対象】０歳～３歳の子と保護者
■ウッドトイ遊びの広場
【日時】４月13日㈮10時～11時半【場
所】高松地区保健センター（上田字毛無
森）【対象】０歳～２歳の子と保護者
■マタニティサロン
【期日】４月18日㈬【場所】とりょう保
育園（肴町）【内容】出産後の生活のア
ドバイス【対象】初妊婦【申し込み】同
支援センターへ電話予約

教室名・主催・連絡先 日時・回数
・会場

内容
（受講料・費用）

定員
※対象

申込
開始

パパママ教室
～日曜コース～
母子健康課☎603-8303

４/22㈰
10時～15時
市保健所
（神明町）

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

36組
※市に住所があり、
８月に出産予定の初
妊婦と夫

４/13
㈮
14時

離乳食教室
母子健康課☎603-8303
※グループでの申し込
みはお控えください

４/24㈫
10時～12時
市保健所
（神明町）

初めての離乳食へ
の不安を解消する
講話と試食
（無料）
           1002133

30組
※市に住所があり、
29年12月生まれの
乳児と初めて子育て
をする母親

３/20
㈫
14時

こんにちはママさん講座
「あんあんコース」
とりょう保育園子育て支
援センター（肴町）
☎651-8580・624-
4103

５/17㈭・24㈭
全２回
10時～11時半
都南公民館
（永井24）

育児・離乳食のア
ドバイスや看護師
の講話、母親同士
の交流など
（100円）

30組
※29年10月１日～12
月31日生まれの子と
保護者

４/19
㈭
10時

日時 回数 内容 定員 申込

●電話で申し込む教室
　教室の主催者へ電話で申し込み。表中の申込開始日時から先着順に受け付けます。

７桁の数字：広報ＩＤ
　　　　　　　おはなし★らんど
「親子で楽しむ音楽会・ピッピ＆ポロンポロンの玉手箱」
【日時】３月23日㈮10時～12時
【場所】松園地区公民館（東松園二）
【内容】フルートやギターの演奏会と絵本の読み聞かせ
【対象】０歳～未就学児と保護者
【費用】無料。当日、会場へどうぞ
【問】同館☎661-8111

表２　対象・曜日など

対象 曜日・時間 回数 申込
開始

①

平成25年４月２日
　～26年４月１日生まれ

金曜
14時半～16時

各
10回

３/19㈪
10時平成24年４月２日

　～25年４月１日生まれ
月曜
14時半～16時

平成23年４月２日
　～24年４月１日生まれ

金曜
16時～17時半 ３/19㈪

12時平成22年４月２日
　～23年４月１日生まれ

月曜
16時～17時半

② 平成24年４月２日
　～26年４月１日生まれ

火曜
14時半～15時半 ７回 ３/18㈰

９時

　　　　　　　楽しく運動しよう
　市立武道館（住吉町）で次の体育教育を開催します。対象などは表２
のとおり。同館☎654-6801で先着順に電話受け付け。

①幼児体育教室「レインボーキッズ」
【期間】４月９日㈪～６月22日㈮
【内容】ドッジボールやサッカー、野球などを通し、基礎体力・運動能
力の向上と各競技の基礎動作とルールを学ぶ
【定員】各16人
【費用】各8800円
②入学前の体育教室「チャレンジキッズ」
【期間】４月24日㈫～６月12日㈫
【内容】跳箱や鉄棒などの体操競技の基本技術を学ぶ
【定員】16人
【費用】4000円

　　　　　ママとベビーのハッピータイム
【日時】４月４日～25日、水曜、全４回、13時15分～14時半
【場所】松園地区公民館（東松園二）
【内容】週替わりでベビーダンスやベビーマッサージなど
【対象】首の据わった３～24カ月の子と保護者
【定員】20組
【費用】4000円。個別参加は1250円
【申し込み】３月19日㈪10時からまつぞのスポーツクラブ☎663-9280
で先着順に電話受け付け

ＰＩＣＫ　ＵＰＰＩ

お知らせ
●予防接種を忘れずに

　各種予防接種を表1のとおり実施し
ています。予防接種は子どもの健康の
ために大切です。効果や目的、副反応な
どをよく理解し、医師と相談して接種し
ましょう。詳しくは、保健予防課☎603-
8307へどうぞ。市外で接種を希望する
場合もお問い合わせください。【広報Ｉ
Ｄ】1002154

◎予防接種の受け方

　市が配布する無料接種券に必要事項
を記入し、母子健康手帳と一緒に市内
の予防接種実施医療機関へ持参してく

ださい。電話予約が必要です。接種券
がない人は、母子健康手帳を持参し、次
のいずれかで受け取ってください。
・市保健所（神明町）６階の保健予防課
・市役所本館２階の医療助成年金課
・ 都南分庁舎（津志田14）１階の母子
健康課分室
・ 玉山総合事務所（渋民字泉田）１階
の健康福祉課
　なお、子宮頸

けい

がん予防ワクチンとヒブ
ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、日
本脳炎の特例対象者★の接種券は医療
機関にもあります。

★日本脳炎の特例対象者
　 平成７年４月２日～平成19年４月１日生まれの人は、表
１にかかわらず、４歳以上20歳未満の間に定期予防接種
として未接種分を無料で受けられます。また平成19年４
月２日～平成21年10月１日生まれの人は、第２期の間で
も第１期の未接種分を受けることができます

表1　予防接種（通年実施）の内容

種類 無料で接種を受けられる
年齢や学年

回数
（接種の間隔）

接種の標準的な
年齢や学年、時期

Ｂ型肝炎 １歳未満 ３回 生後２カ月以上９カ月未満
ヒブ（Hib） 生後２カ月以上５歳未満 １回～４回　※1 生後２カ月以上７カ月未満小児用肺炎球菌
ポリオ、百日せき、ジフテリア、
破傷風　第１期初回　※２ 生後３カ月以上７歳６カ月未満

３回
（20日以上） 生後３カ月以上１歳未満

ポリオ、百日せき、ジフテリア、
破傷風　第１期追加　※2

１回
初回接種後１年以上１年半以内

ＢＣＧ（結核） １歳未満 生後５カ月以上８カ月未満
麻しん風しん混合　第１期 １歳以上２歳未満 １歳以上２歳未満

水痘（水ぼうそう） １歳以上３歳未満 ２回
（３カ月以上）

１歳以上１歳３カ月未満
初回接種後６カ月以上１年以内

日本脳炎　第１期初回 生後６カ月以上７歳６カ月未満
（★）

２回（６日以上） ３歳以上４歳未満

日本脳炎　第１期追加

１回

４歳以上５歳未満
（初回接種後から約１年後）

麻しん風しん混合　第２期 小学校就学前１年間 小学校就学前１年間
日本脳炎　第２期 ９歳以上13歳未満　（★） 小学４年　※３
ジフテリア、破傷風　第２期 11歳以上13歳未満 小学６年　※３
子宮頸がん予防ワクチン　※４ 小学６年から高校１年相当の女子 ３回 中学１年

◎予防接種の留意点

▼接種を受ける前に
① 接種券に記載してある説明をよく読む
② 当日は朝から子どもの健康状態をよ
く観察し、普段と変わったところがな
いか確認する

③ 接種券は責任を持って記入する（医
師が判断するための大切な情報にな
ります）

▼接種を受けられない場合
①37.5度以上の熱がある
②重い急性の病気にかかっている

③ 受けようとする予防接種液に含まれ
ている成分で、ひどいアレルギーを
起こしたことがある

④ 生ワクチン（麻しん、風しん、水ぼうそ
う、おたふく風邪、ＢＣＧ、ロタウイル
スなど）の予防接種から４週間以内

⑤ 不活化ワクチン（Ｂ型肝炎、ポリオ、
ジフテリア、百日せき、破傷風、日本
脳炎、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌
ワクチン、インフルエンザなど）の予
防接種から１週間以内

⑥ その他、医師が接種を不適当と判断
したとき

各種教室

※１　 初回の接種年齢により接種回数が異なります
※２　 接種歴により、使用するワクチンが異なります
※３　学校を通じてお知らせします
※４　 ワクチンと副反応症例などとの関連がはっきりしない

ことから、現在、積極的には接種を勧めていません

 催　し

　市医師会ホームページでは、子どもの症状からみた医療機関の受診の仕方や、盛岡
の子どもの救急についての情報を掲載しています。

当番病院一覧
中央 県立中央病院
上田一丁目４-１ ☎653-1151
日赤 盛岡赤十字病院
三本柳６-１-１ ☎637-3111
医大 岩手医科大学附属病院
内丸19 -１ ☎651-5111
川久保 川久保病院
津志田26-30-１ ☎635-1305
こども もりおかこども病院
上田字松屋敷11-14☎662-5656

診療時間外に子どもの具合が悪くなったら…

４月

盛岡市医師会

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
医大 中央 川久保 医大 中央 医大 こども

/中央
8 9 10 11 12 13 14
医大 中央 川久保 日赤 医大 中央 こども

/中央
15 16 17 18 19 20 21
日赤 医大 川久保 医大 中央 医大 こども

/医大
22 23 24 25 26 27 28
中央 医大 中央 医大 中央 医大 こども

/中央
29 30
医大 中央

■日曜・祝日の日中（９時～17時）

　日中の診療時間に受診できる人は、日中の時間内に受診しましょう。時間外の受診
が小児救急入院受入当番病院に集中すると、重症な子どもの治療に支障を来す恐れが
あります。まずは市夜間急患診療所を受診しましょう。

休日救急当番医（９ページ参照）へ

■症状が軽い場合（19時～23時）

神明町３-29（市保健所２階）
☎654-1080、小児科・内科、年中無休
■症状が重い場合

症状が重く入院が必要と思われる子どもと、休日救急当番医や市夜間急患診療所が
診療していない時間帯に急病の子どもを受け入れます。夜間は17時から翌朝９時ま
でです。※なお、土曜の13時（祝日の土曜は９時）から17時までは、もりおかこど
も病院を受診してください

市夜間急患診療所へ

小児救急入院受入当番病院へ

中
津
川

東
北
電
力

市
役
所

旧盛岡バスセンター所在地

県民会館

プラザおでって

東
北
電
力

市
役
所

旧盛岡バスセンター所在地

県民会館
Ｎ

プラザおでって

市夜間急患診療所市夜間急患診療所
（市保健所２階）（市保健所２階）
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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）43（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
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もっと知りたい！盛岡
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ます。Ⓒ盛岡市2018

広告に関する問い合わせ
ナチュラルコム㈱

☎019-652-9190へどうぞ

市政ラジオ番組
「もりおか暮らし物語」
ラヂオもりおか（FM76.9MHz）
で毎月第２・４金曜の７時40分
～７時50分、放送中。

毎回異なったテーマ・出演
者で、旬な話題をお届け♪

ています。

8

毎

市公式ツイッター
https://twitter.com/moriokashi

市公式フェイスブック
https://www.facebook.com/
　　　　　　　　　　moriokashi

市公式ホームページのトップペ
ージにある検索窓に、紙面に
掲載された広報ID（７桁の数
字）を入力すると、記事の詳細
を見ることができます。

広報もりおかに掲載した記
事の詳しい内容のほか、さ
まざまな市政情報を掲載！

広

市公式ホームページ
http://www.city.morioka.iwate.jp/

▼

パソコンやスマホからどうぞ

市公式ホームページのトップペ
ージにある検索窓に、紙面に
掲載された広報ID（７桁の数
字）を入力すると、記事の詳細
を見ることができます。

もりけんに挑戦
（９ページに掲載）の答え

②さんさこみち

編集後記
カダッテに掲載する子どもの撮
影は主に保健所で。カメラを向
けると、キョトンとした表情の
子やいい笑顔を向けてくれる子、
泣いちゃう子などさまざま。ど
の子もめんこくて癒されます 池

水道の手続きを忘れずに
　引っ越しなどで、水道・下水道を
使い始めるときや使わなくなるとき
は、引っ越しの５日前までにご連絡
ください。家事用井戸水や、農業集
落排水施設の使用人数が変わるとき
も連絡が必要です。
【問】上下水道局お客さまセンター
☎623-1411

　引っ越しなどの際に出る多量のごみは、
町内会などの集積場所へ一度に出すことは
できません。各地域の収集カレンダーに従
って分別し、集積場所へ少しずつ出すか、
表の処理施設に持ち込んでください。
　盛岡地域と玉山地域の人はごみの収集運
搬業者に、都南地域の人は盛岡・紫波地区
環境施設組合清掃センターに収集を依頼す
ることもできます（いずれも有料）。
【問】資源循環推進課☎626-3733
【広報ＩＤ】1022139

※土・日曜、祝日も受け付けますが、開閉栓作業は
翌営業日以降になります

水
道
料
金
は
、

口
座
振
替
だ
と

月
50
円
割
引
に
！

ごみの分別については、配布している「ごみ分別辞典」（盛岡地域版・都南地域版）、「ごみの分け方・出し方」（玉山地域版）をご活用ください。

■電話での手続き
　上下水道局お客さまセンター☎623-1411
　（月～金曜、８時半～17時半）
■インターネットでの手続き
　上下水道局のホームページと携帯電話向け
ウェブサイトでも手続きできます

納
付
し
忘
れ
を

解
消
し
ま
す

市税や水道料金などのお支払いには

便利＆確実な口座振替で
　市税や水道料金・下水道使用料などの支払いに
は、便利で確実な口座振替がお勧めです。一度申
し込めば、納付期限ごとに金融機関へ足を運ぶ必
要もなくなります。

■申し込み方法

▼市税の場合
　口座振替依頼書（納税通知書につづら
れているほか、金融機関窓口にも備え付
け）に記入・押印の上、取引口座のある
金融機関でお申し込みください。納税課
や市役所の各支所では、金融機関※のキ
ャッシュカードだけでも申し込めます。
【問】納税課☎613-8461

▼水道料金や下水道使用料の場合
　①水せん番号またはお問い合わせ番号が
確認できる物②預金通帳と届出印―を用
意し、取引口座のある金融機関または上下
水道局お客さまセンター（愛宕町）へどう
ぞ。同センターでは、金融機関※のキャッ
シュカードだけでも申し込めます。
【問】同センター☎623-1411

とに
！

アパート・マンションなど
の

管理人さんは、入居戸数変
更の

連絡もお忘れなく！

※岩手銀行、東北銀行、みちのく銀行、七十七銀行、北日本銀行、盛岡信用金庫、東北労働金庫、ゆうちょ銀行

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

へ

携
帯
用
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
へ

引っ越しなどで出る
多量のごみの出し方

表　地域ごとの処理施設
地域 持ち込みできる施設 処理手数料

盛岡地域

クリーンセンター　※１
（上田字小鳥沢）☎663-7153 一度に持ち込む量が200㌔以上の場合は1000円。以降、10㌔ごと

に50円増リサイクルセンター　※２
（川又）☎685-2151　

都南地域
盛岡・紫波地区環境施設組合清
掃センター
（矢巾町西徳田）☎697-3835

燃やせるごみと燃えがら、汚泥は
10㌔当たり105円。生ごみと空カ
ン・空ビン、その他資源ごみ、大
形・不燃ごみは10㌔当たり30円

玉山地域 岩手・玉山清掃事業所
（寺林）☎682-0552 10㌔当たり50円

※１　クリーンセンターに持ち込めるものは、可燃ごみと古紙
※２　リサイクルセンターに持ち込めるものは、不燃ごみと資源（びん・缶・

ペットボトル）、粗大ごみ

引っ越す
あなたへ
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あの・なはん 盛岡弁で「あのねぇ」と呼び掛けることば

【問】男女共同参画推進室☎626-7525
あ

あの・なはん

●体は男子で心は女子なのに男
　子の制服を着ることを強要さ
　れる
●男女別トイレしかないため体
　の性に合わせたトイレしか使
　うことができない

●自分がＬＧＢＴだと周囲に理
　解を得ても、周囲の環境が変
　わるたびに自分のことを説明
　しなくてはならない

●ありのままの自分が家族や友
　人に認めてもらえないのでは
　という恐れと不安

●パートナーが入院し面会謝絶
　になっても親族として認めら
　れないため面会できない
※日本では同性婚が法律上認められな

　いため

　次の４つの頭文字を取った言葉です。性の在り方は、その人が生
まれながらに持っている資質で、単純に「男」「女」に二分される
ものではなく、「体の性」「心の性」「好きになる性」「表現する
性」が組み合わさり構成されています。

★ＬＧＢＴを取り巻く現状・困難は？
　ＬＧＢＴの人たちは、生活のさまざまな場面で困難に直面
しがちです。早くは学童期から、男女別の制服やトイレ、健
康診断など。思春期には「異性への関心が芽生える」と習い
ますが、同性愛や両性愛、無性愛などの性的指向については
教えられません。家族の理解や仕事、医療などでも困難があ
ります。ＬＧＢＴの人たちの８割が性の在り方を理由にいじ
めを経験したとの報告もあります。
　同性婚を認めたり、性の在り方を理由とした差別を禁止す
る国々もありますが、日本は、法的にも遅れていると感じま
す。多様な性の在り方の人がいて、どれも自然で平等だとい
う理解が進んでいないことが、困難を生んでいます。

★理想とする社会とは
　自分がＬＧＢＴであることを公表するのは個人の選択で、
しなければならないものでは決してありません。ただ、公表
したいと思った人が、しても問題ないと信じることができる
社会に変えていく必要があると思っています。

　ＬＧＢＴ支援団体「岩手レインボー・
　ネットワーク」主宰の山下梓

あずさ

さん

Ｌesbian（レズビアン・女性同性愛者）
女性の恋愛対象が女性

Ｇay（ゲイ・男性同性愛者）
男性の恋愛対象が男性

Ｂisexual（バイセクシュアル・両性愛者）
恋愛対象の人の性別を問わない

Ｔransgender（トランスジェンダー）
体の性と心の性が異なり、「心の性」や「表現する性」で
生きることを望む人

　岩手レインボー・ネットワークでは毎月１回、ＬＧＢＴに
関する学習会や交流会などを開催中。お会いできればうれし
いです。詳しくは下記メールアドレスまでお問い合わせくだ
さい。
【メールアドレス】iwaterainbownetwork@gmail.com

学童期

家族や友人関係
医療

職場

★悩みを抱えている人へ一言
　近頃ＬＧＢＴを取り巻く環境は少しずつですが改善され、
相談窓口も増えてきています。

　最近、新聞などで「Ｌ
エル

Ｇ
ジー

Ｂ
ビー

Ｔ
ティー

」という言葉を聞く機会が増えてきました。ＬＧＢＴ
は、性的少数者（セクシュアル・マイノリティ）を表す総称の一つです。当事者の中
には差別や偏見などに苦しみながら生活している人もいます。誰もが自分らしく生き
られる社会になるよう、ＬＧＢＴについて正しく知るところから始めませんか？

［あの・なはん 30.３.15］

日本人の
約13人に１人が

L G B T

インタビュー

L G B T

　電通ダイバーシティ・ラボの調査によると、全国で7.6％
（約13人に１人）が、性的少数者（セクシュアル・マイノ
リティ）という結果が出ています。例えば、30人の職場や
学校、地域では２人の人がＬＧＢＴだと自認しているという
ことになります。この数字は多いと思いますか？　少ないと
思いますか？

L G B T と は

■当事者が直面する差別や困難とは

自分らしく生きられる社会へ

Ｌ
G

Ｂ

Ｔ

ＬＧＢＴが理解される社会へ性の多様性を理解し認め合うために

　ＬＧＢＴの人たちが今の社会でありのままの自分を表現すること
はとても難しいのが現状です。しかし、あなたの周りにもＬＧＢＴ
の人は必ずいます。人の考え方が多様なように、性の在り方も多様
です。ＬＧＢＴについて正しく理解し、否定したり偏見を持ったり
せずに尊重する姿勢を周りの人に示すことが、誰もが自分らしく生
きられる社会につながっていくのではないでしょうか。

ⓒｔ

性的少数者の割合

家族や友人から相談されたとき、あなたはどうしますか？

●誰もがありのままに生きる社会へ



［あの・なはん 30.３.15］

　

あの・なはん

　 市の男女共同参画を推進する拠点としてプラザおでって（中ノ橋
一）に開館し、今年で18年を迎えます。男女共同参画をテーマとし
た講座やイベントの開催のほか、女性に関する相談なども行っていて、
誰でも利用できます。【問】同センター☎604-3303

1日本は144カ国中114位
　2017年の世界の国における男女格差（ジェンダーギャップ）の
順位が公表され、日本は世界144カ国中114位で、前年よりも順位
を３つ下げました。この調査は、経済・政治・教育・健康の４分野
で男女平等の度合いを指数化し、毎年国別に順位を決めるものです。
上位を独占したのは北欧諸国。その違いはどこにあるのでしょう？

2男女格差が小さい国の特徴
　議席や管理職の性別比率をあらかじめ割り当てる制度を導入する
など、女性の社会活躍のための積極的な改善措置を行っています。
また、男性が家庭で当たり前に家事育児を担っていることなどが挙
げられます。

3男女共同参画は国の「持続可能性」に関わる重要な課題
　男性と女性が共に助け合い、尊重しながら一人一人の個性と能力
を存分に発揮できる社会をつくることは、少子高齢化・人口減少社
会の中でも、国の維持・発展に大きな影響を与える重要な課題です。
「その人らしく」生き生きと活躍できる社会にするにはどうすれば
いいのか皆さんも考えてみませんか。

●県男女共同参画センター☎601-6891
　毎週金曜、16時～20時　相談無料（面接相談は要予約）
●よりそいホットライン（岩手・宮城・福島専用）
　☎0120-279-226（24時間対応・通話無料）
　性別や同性愛に関する相談は、音声ガイダンスに沿って４番
　を押してください

同団体のパンフレット

○女性相談・DV相談○

もりおか女性センターって
　　　　　　　　　どんなところ？

　女性が抱える生き方や仕事、家族、DVなどの
悩みについて、解決方法を共に考え支援します。
１人で悩まず相談してみませんか。

　男女共同参画の視点で、暮らしや地域に役立つ
講座や女性の心と体の問題に関する講座、男性や
親子対象の講座など、幅広い世代の人が参加でき
る講座を実施。講座のお知らせは、広報もりおか
などに掲載しています。

○講座○

料理講座の様子

○芽でるネット○
　
芽でるネットは、センター内にある女性の就職

や起業を応援する部屋の名称。起業関連図書の貸
し出しとパソコンでの情報検索ができます。起業
に関する相談も随時受付中。気軽にお立ち寄りく
ださい。

　国の男女共同参画週間（6月23日～29日）に
合わせ、男女共同参画の分
野で活躍している人の講演
会やパネル展示などを行い
ます。

　毎年秋に、男女共同参画に関する映画会や活動
団体の紹介展示などを行います。

　国の「女性に対する暴力をなくす運動（11月
12日～25日）」に合わせ、女性に対する暴力を
知り、根絶するためのパープルリボンプロジェク
トなどを行います。

講演会の様子

「働く女性のこころとから
だ講座」の様子

●子ども青少年課☎613-8354でも女性の相
　談を受け付けています
【開設時間】月曜～金曜、９時～17時
●男性からの生き方や仕事などに関する相談
　は県男女共同参画センター☎606-1762で
　受け付けています。詳しくは同センターへ
　お問い合わせください

男女共同参画の視点から見る防災
　もりおか女性センターでは、性別に関わりない視点で地
域のコミュニティーを考えた防災や避難所運営を学ぶ「女
性防災リーダー養成講座」を開催しました。避難所運営の
心得の一部を紹介します。

「男女共同参画の視点での避難所運営」
●炊き出しや片付け、介護などは、特定の人に責任が集中
　しないように、性別に関わらず全員で分担
●防犯のために、防犯ブザーを携帯した上で複数で行動し、
　見回りを行う
●男女どちらでも使えるトイレや更衣室の設置など、性的
　少数者にも配慮する　　　　　　　　　　　　　　　

★教室の一部屋を女性専用にしたり、洗濯物を
　干すロープを取り付けるなど、少しの工夫で
　避難所の生活の質が上がると感じた

★教室の 部屋を女性専
受講者アンケートより

～「ジェンダーギャップ指数」世界経済フォーラム報告書より～

ＬＧＢＴの相談窓口
　ＬＧＢＴのことで悩んでいませんか？　まずは相談してくだ
さい。匿名での相談も可能。秘密は厳守します。

　ＬＧＢＴｓ※
　の当事者とその理解者の居場所づくりを目的に学生

が設立。勉強会や座談会、映画鑑賞会を開いたり、みんなで食事会
に行ったりしています。当事者や理解者が友達にいると、見える世
界が変わり、なんだか優しく、そして強くなれます。
　また、ＬＧＢＴｓに関するパネル展示やワークショップを開催
し、情報発信にも力を入れています。
　この活動を通じて、当事者に限らず、誰もが「飾りも偽りもし
ない、等身大の自分で生きること」ができる社会を目指します。
（代表　高島ゆきなさん談）
※複数形のｓをつけて、あらゆる性的少数者に配慮した言葉

活動紹介 等身大の自分で生きる！
岩手大学ＬＧＢＴｓ学生団体Ｐ

ポ

ｏｉ
イ

○フェスティバル○

○なくそう！女性に対する暴力○

○男女共同参画週間もりおか展○

「ジ「ジ ダダ ギギ プ指数指数」世界世界経済 報告報告書より書より
日本の「男女平等」は世界で何位？

【相談開設時間】
月曜・火曜・金曜、10時～17時　　
　　　水曜・木曜、10時～20時
(毎月第２火曜と年末年始、祝日を除く)
●電話相談、面接相談は予約が必要
●相談は無料。秘密は厳守します

【相談受付】同センター☎604-3304


