
バスセンター整備事業基本方針（案）
に対する意見

まちなか整備室　☎639-9061
ファクス：639-9059

同事 業の実 施に向けた基 本 方針
（案）に対する意見を募集します。基
本方針（案）は同課などに備え付け
るほか、市公式ホームページにも掲
載します。

  受付期間：7月2日㈪～23日㈪
 任意の用紙などに意見、住所、名

前を記入し、〠020-8532津志田14-
37-2まちなか整備室へ郵送または持
参。市公式ホームページの申し込みフ
ォーム、ファクスでも受け付けます。7
月23日㈪必着。持参は同日17時まで

 1023413

盛岡市産業まつり出展者
同実行委員会　☎626-7538

10月11日㈭～16日㈫にカワトク（菜
園一）で開催される同まつりに出展す
る市や市近郊の食品・工芸品の製造・
販売者を50区画募集します。※応募
多数の場合は選考

 詳しくは、市公式ホームページを
ご覧ください。7月31日㈫まで　

 1020001

私たちの作品展参加者
同実行委員会　☎635-7362

10月24日㈬~28日㈰に市民文化ホ
ール（盛岡駅西通二）で開催される
同作品展への参加者を募集します。

 市内で書道や絵画、手芸、工芸、
写真などの創作活動をしている団体
または個人

 詳しくは、同実行委員会へお問い
合わせください。7月15日㈰まで　

 1020015　 

老人の意見発表大会作品
もりおか老人大学事務局　☎603-8003

11月14日㈬に市民文化ホールで開
催する「老人の意見発表大会」での
発表作品を募集します。選出された
人は10分程度の発表があります。原
稿は2000字以内の自作未発表のも
ので、テーマは次のいずれか。①私の

生きがい・特技②わたしの夢・希望
③若者に伝えたいこと④高齢者の役
割⑤地域活動に参加して⑥これまで
の体験から学んだこと⑦その他、自
由主題※原稿の著作権は市に帰属し、
原稿は返却しません

  市在住の60歳以上
 作品に題名・住所・名前・生年月

日・職業・電話番号を記入し、〠020-
8530（住所不要）長寿社会課へ郵送
または持参。9月11日㈫消印有効。持
参は同日17時半まで　  1006426

医療費受給者証の更新時期
医療助成年金課　☎626-7528

▶重度心身障がい者▶中度身体障が
い者▶ひとり親家庭など▶寡婦など
▶乳幼児▶小学生・中学生ーの医
療費受給者で、8月1日㈬以降も引き
続き対象となる人には新しい受給者
証を7月下旬に郵送します。更新手続
きは必要ありません。※保護者の所
得などが確認できず更新ができない
場合は、通知でお知らせします 

 1023394

差し押さえ物件の公売
納税課　☎613-8466

市が差し押さえた不動産などをイン
ターネットオークションで公売します。
公売物件など詳しくは、市公式ホー
ムページをご覧ください。

 ▶入札：7月30日㈪13時~8月6日
㈪13時▶せり売り：7月30日㈪13時
~8月1日㈬23時▶申し込み期間：7月
5日㈭13時~23日㈪23時　

 1010803

市戦没者追悼式
地域福祉課　☎626-7509

先の戦争で亡くなった人に対して追
悼の意を表し平和を祈ります。

  7月25日㈬11時～12時
  盛岡劇場（松尾町）  1003943

交通災害共済に加入を
くらしの安全課　☎603-8008

交通事故によるけがなどに備え、交

通災害共済に加入しませんか。共済
期間は8月1日㈬から１年間です。

  １人400円
 指定金融機関の受け付けは9月

28日㈮まで。詳しくは、市公式ホーム
ページをご覧いただくか、同課へお
問い合わせください　  1001119

「移動式赤ちゃんの駅」の貸し出し
子ども青少年課　☎613-8356

乳幼児を連れた保護者が安心してイ
ベントに参加できるよう、テントやお
むつ交換台などをセットにした「移
動式赤ちゃんの駅」を貸し出します。
期間は最長で7日間です。

 対象となる団体など詳しくは、市
公式ホームページをご覧いただくか
同課へお問い合わせください　

 1016335

空き家の利活用をしませんか
都市計画課　☎639-9051

空き家バンク制度への登録物件を募
集しています。またバンクに登録され
た物件を購入し、改修する人を対象に
改修費の一部を補助します。

 補助額など詳しく、は市公式ホー
ムページをご覧いただくか同課へお
問い合わせください　  1001721

夏休み！介護の仕事体験会
介護保険課　☎626-7562

介護施設の見学や介護職体験をする。
  7月26日㈭・8月8日㈬、9時~16時
  市内の特別養護老人ホーム

 各20人※小学５年～中学生とそ
の保護者、介護職への就労を考えて
いる人。応募多数の場合は抽選　

 詳しくは、市公式ホームページを
ご覧ください。7月13日㈮必着。　

  1023538

第68回社会を明るくする運動
地域福祉課　☎626-7509

７月は同運動の強調月間です。同運
動は罪を犯した人の更生について理
解を深め、犯罪や非行のない地域社
会を築くことが目的です。小・中学生
の作文コンクールや盛岡地区保護司
会などがチラシを配るなど、同運動
の啓発をします。　   1023414

サマージャンボ宝くじを販売
岩手県市町村振興協会　☎651-3461

宝くじの収益金は市町村の明るく住
みよいまちづくりに使われています。

 販売期間：7月9日㈪～8月3日㈮
※抽選は8月14日㈫  

 １枚300円

指定管理者申請予定者説明会
資産経営課　☎603-8007

公募により31年度に指定管理者を指
定する施設についての説明会を次の
ページの表のとおり開催します。指
定管理者への申請を予定している団
体などは、参加してください。詳しく
は、各担当課へお問い合わせください。

 1011448
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休日救急当番医・薬局
※往診はできません

※特に記載がない場合、費用は無料

お知らせ

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

成年後見相談 7/3㈫・17㈫
13時半～16時

岩手教育会館4階
（大通一）

成年後見セン
ターもりおか
☎626-6112

夜間納付相談
①7/10㈫・12日㈭
　17 時半～ 20 時
②毎週木曜
　17時15分～19時

①納税課（市役所別館２階）
　と健康保健課（同１階）
②玉山総合事務所税務住民課
　（渋民字泉田）

納税課
☎613-8462

空き家の
処分・不動産
無料相談

7/11 ㈬
10 時～ 15 時

全日本不動産協会県本部
（八幡町）

同県本部
☎625-5900

リハビリ
相談会 7/13㈮ 市立身体障害者福祉センター

（若園町）
同センター
☎625-1151

補聴器相談
7/18㈬
①10時～11時半
② 13 時半～ 15 時

①市立地域福祉センター
　（手代森14）
②市立身体障害者福祉センター
　（若園町）

地域福祉セン
ター
☎696-5640
※要事前申込

　  内科　  外科・整形外科
　  小児科　  歯科　  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。

日 区分 名称 所在地 電話番号

7/8
㈰

田中循環器内科クリニック 永井22-29-6 632-1320
みやもと内科クリニック 上厨川字杉原101-4 601-3810
見前ファミリークリニック 三本柳12-20-1 632-6300
中村こどもクリニック 上厨川字杉原50-47 648-7711
見前歯科クリニック 西見前15-4-4 637-8803
すばる薬局永井店 永井22-3-128 614-0025
ミルキー薬局 上厨川字杉原50-48 646-0369
ミルマエ調剤薬局 三本柳12-21-4 614-0071

7/15
㈰

吉田消化器科内科 東見前8-20-16 632-4600
盛岡駅前おおば脳神経内科
クリニック 盛岡駅前通13-8 626-4141

くわた脳神経外科クリニック 北飯岡一丁目2-68 656-5636
杜のこどもクリニック 向中野三丁目10-6 631-1160
赤坂歯科医院 八幡町1-11 622-5098
あざみ薬局 東見前8-20-4 639-8706
ひまわり薬局 盛岡駅前通14-21 654-6019
本宮センター薬局 北飯岡一丁目2-71 656-5867
リーフ薬局 向中野三丁目10-10 656-5877

7/16
㈪

ちだ内科・外科クリニック 東安庭一丁目23-60 604-3755
本間内科医院 上田二丁目20-13 622-5970
渋民中央病院 渋民字大前田53-2 683-2336
池田外科・消化器内科医院 境田町5-18 648-3200

前多小児科クリニック 盛岡駅前通9-10丸善ビル
５階 601-7478

池田歯科医院 上田一丁目16-12 654-0633
ワカバ薬局 材木町6-15 622-3067
みつや薬局 中屋敷町1-33 648-6060
こまち薬局 盛岡駅前通9-10 652-7581

※7月1日㈰の休日救急当番医・薬局は6月15日号に掲載しました

表　31年度に指定管理者を指定する施設の説明会
日時・場所 施設名（所在地） 担当課

7/18㈬13時半～
内丸分庁舎 401 会議室

市営野球場（東新庄一）・太田橋野
球場（下厨川字稲荷向）・盛岡体育
館（上田三）

スポーツ推進課
☎603-8006

生出スキー場（下田字生出）・玉山
運動場（日戸字鷹高）・渋民運動公
園（川崎字川崎）
市屋内ゲートボール場（前九年三）
市立武道館（住吉町）・市弓道場
（加賀野四）
太田テニスコート（上太田穴口）
松園テニスコート（西松園三）
綱取スポーツセンター（浅岸字綱取）
盛岡南公園球技場（永井8）

7/19 ㈭ 10 時～
都南分庁舎特別会議室

岩手公園地下駐車場（内丸）・マリ
オス立体駐車場（盛岡駅西通二）・盛
岡駅西口地区駐車場（盛岡駅西通一）

都市計画課
☎639-9051

7/23㈪13時半～
プラザおでって第1・2
会議室

青山児童センター（青山二）

子育てあんしん課
☎613-8347

大新児童館（南青山町）
杜陵児童センター（清水町）
みたけ児童センター（みたけ四）
城西児童センター（中屋敷町）
河北児童センター（西下台町）
高松児童センター（上田字宇登坂長根）
湯沢児童センター（湯沢6）
月が丘児童センター（月が丘二）
手代森児童センター（黒川6）
乙部児童センター（乙部8）
仙北児童センター・仙北老人福祉セ
ンター（東仙北一）
北松園児童センター・北松園老人福
祉センター（北松園四）
上堂児童センター・上堂老人福祉セ
ンター（上堂三）

7/23 ㈪ 9 時半～
プラザおでって第１・２
会議室

つなぎ老人憩いの家（繫字舘市）

長寿社会課
☎603-8003

西青山老人憩いの家（西青山三）
高松老人憩いの家（高松三）
山岸老人憩いの家（山岸六）

7/23㈪10時半～
プラザおでって第 1・2
会議室

けやき荘・太田老人福祉センター
（上太田細工）

7/23 ㈪ 13 時半～
勤労福祉会館202会議室 かつら荘（前九年三） 子ども青少年課

☎613-8354

7/24 ㈫ 13 時半～
都南分庁舎 202 会議室

市環境学習広場（上田字上堤頭）・
高松公園（高松一）・高松多目的広場
（上田字黒石野平）

公園みどり課
☎639-9057

7/24㈫14時～
プラザおでって第１会
議室

もりおか女性センター（中ノ橋通一）　
男女共同参画
推進室

☎626-7525

7/25 ㈬ 13 時半～
プラザおでって第１会
議室

市観光文化交流センター（中ノ橋通一）
観光交流課
☎626-75397/25 ㈬ 14 時半～

プラザおでって第１会
議室

もりおか啄木・賢治青春館（中ノ橋
通一）

7/25㈬ 13時半～
都南分庁舎101会議室 もりおか歴史文化館（内丸） 歴史文化課

☎639-9067

7/26 ㈭ 10時～
都南分庁舎101会議室 盛岡てがみ館（中ノ橋通一） 歴史文化課

☎639-9067
7/26 ㈭ 10 時半～
都南分庁舎大会議室北 子ども科学館（本宮字蛇屋敷） 生涯学習課

☎639-9046
7/26 ㈭ 13 時半～
プラザおでって第 1会
議室

緑が丘地区活動センター（黒石野二） 市民協働推進課
☎626-7500山岸地区活動センター（山岸四）

日時・場所 施設名（所在地） 担当課
7/27 ㈮ 14 時～
本庁舎別館 404 会議室 市産業支援センター（大通三） ものづくり推進課

☎626-7551
8/7 ㈫ 14 時～
勤労福祉会館202会議室 市勤労福祉会館（紺屋町） 経済企画課

☎613-8298

8/17 ㈮ 13 時 15 分～
本庁舎別館 401 会議室

都南老人福祉センター・都南サイク
リングターミナル・都南つどいの森
（湯沢一） 林政課

☎613-84518/17 ㈮ 14 時 30 分～
本庁舎別館 401 会議室 外山森林公園（薮川字大の平）

ク
ー
ち
ゃ
ん

【問】同実行委員会☎638-3399

19時25分から都南大橋下流の
北上川西側河畔で開催します

広　告広　告
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　もとは現在の大通りのあたりを流れていた北上川が、現在
の流れに変更されたのはいつの時代ですか。
　①安土桃山時代　②江戸時代　③明治時代　④大正時代

 日時　  場所　  対象、定員　  費用　
 申し込み　  問い合わせ　  広報ID

マークの
見方もりおかインフォ

広報もりおか 30．7．１　　13１2　　広報もりおか 30．7．1

盛岡花火の祭典 前売り券発売（7月2日㈪～8月3日㈮）
8月11日㈯に開催される同祭典の指定席券と入場券を販売します。
■ 費用：（①前売り券②当日券）
　▶ 入場券：①200円②400円※小学生以下無料
　▶ 指定席・イス席：①1300円②1600円
■  販売場所：市商工会議所都南支所（永井23）、
　 市内プレイガイド※イス席は同支所でのみ販売

募　集


