
市スキースポーツ少年団員
市スキースポーツ少年団の坂本さん

　☎662-3814
次のスポーツ少年団員を募集します。
①基礎スキー②競技スキー

 ①80人②30人※小・中学生。先着順
 ①新規1万2000円、継続7000円

②1万8000円
 印鑑を持参し、11月10日㈯14時

～14時半に総合アリーナ（本宮五）
へお越しください　  1024521

沿岸被災地「ふるさとの復興
見学会」の参加者

県沿岸広域振興局復興推進課
☎0193-27-5521　ファクス：0193-23-3472

メール：bi0001@pref.iwate.jp

 11月25日㈰7時半～19時
 釜石鵜

う の

住
す ま

居
い

復興スタジアム（釜石
市）などを見学※盛岡駅西口バスタ
ーミナルに集合し、バスで移動

 40人
 電話・ファクス・メール：11月6日㈫

8時半から

お知らせ

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や動産を
Y

ヤ フ ー

ahoo！官公庁オークションで公売
します。

 ▶せり売り：11月29日㈭13時～
12月2日㈰23時▶入札：11月29日㈭
13時～12月6日㈭13時

 11月8日㈭13時～21日㈬23時
 1010803

働き方改革フォーラム2019～人
生100年時代の働き方と暮らし方

男女共同参画推進室　☎626-7525
子ども青少年課　☎613-8356

人生100年時代における働き方や生
き方についての講演と働き方改革先
進企業などによる実践事例発表。

 来年1月17日㈭13時半～17時
 盛岡劇場（松尾町）

 電話・市公式ホームぺージ：11月5
日㈪9時から　

 1024266

施設の利用制限
みちのくコカ・コーラボトリングリンク

　☎601-5001
市立総合プール　☎634-0450

次の期間は大会などにより利用でき
ません。
■みちのくコカ・コーラボトリングリ
ンク：11月3日㈯・17日㈯・18日㈰・
20日㈫・21日㈬・23日㈮～25日㈰
■市立総合プール：11月16日㈮～18
日㈰・20日㈫・25日㈰

啄木新婚の家の休館日が変更
観光交流課　☎626-7539

毎年の休館日を次のとおり変更します。
 12月28日～1月4日と11月最終週

～3月の火曜・水曜日
 1006984

もりおかエコライフ2018
資源循環推進課　☎626-3733

古着を活用したファッションショーや
エコクッキングの実演、小・中学生に
よるコンサートなど「衣・食・住」か
らエコなライフスタイルを考える。

 11月10日㈯・11日㈰、10時～17時
 イオンモール盛岡（前潟四）
 1024596

図画コンクール入賞作品展示会
環境企画課　☎613-8419

きれいな街づくり運動図画コンクー
ルと花の児童画コンクールの入賞作
品を展示。

 ①11月15日㈭～20日㈫、９時～
18時②11月22日㈭～27日㈫、９時
～18時

 ①マリオス20階展望室（盛岡駅西
通二）②都南公民館（永井24）　

 1024479

東北地方再犯防止シンポジウム
地域福祉課　☎626-7509

ファクス 653-2839
東京未来大こども心理学部長の出口
保
や す

行
ゆ き

氏による基調講演などを通して、
犯罪をした人の地域における就労の
確保について考える。

 11月27日㈫13時～16時半
 アイーナ（盛岡駅西通一）
 50人
 電話・ファクス：11月5日㈪10時か

ら　  1024647

農業を始めたい人のための
現地見学会

農政課　☎613-8458

農家の生産現場見学など。
 11月7日㈬13時半～17時
 経営規模の拡大に取り組んでい

る農家の施設など　
 10人※定年退職者や新たに農業

を始めたい人
 電話：11月5日㈪9時から
 1008201

盛岡中央消防署防災フェア
盛岡中央消防署　☎626-7303

11月9日㈮から15日㈭までの期間、
全国で秋の火災予防運動が展開され
ます。それに先立ち、はしご車や救急
車の展示のほか、放水や綱渡り救助
などの各種体験コーナーを楽しめる
同フェアを実施します。

 11月3日㈯・4日㈰、10時～15時
 盛岡中央消防署（盛岡駅西通一）

地区計画変更に関するお知らせ
都市計画課　☎639-9051

建築基準法の一部改正に伴い、盛岡
広域都市計画地区計画の変更案の
縦覧と説明会を行います。※地区計
画の制限内容は変わりません

 ①説明会は11月13日㈫19時～20
時、②地区計画変更案の縦覧と③意
見書の受け付けは11月13日㈫～27
日㈫、9時～17時

 ①都南公民館（永井24）②③都
市計画課

 対象地区：渋民駅周辺・渋民・大
平・前潟・乙部北・乙部南・盛岡南新
都市・津志田西・道明・大慈寺地区

 ③任意の用紙に、住所と名前、意
見を記入し〠020-8532（住所不
要）市役所都市計画課へ郵送または
持参。11月27日㈫必着。持参は同日
17時まで　  1024437

水道サービス週間
給排水課　☎623-1411

同期間にあわせて、蛇口や水抜栓の
点検と、蛇口のパッキン交換を無料
で行います。※井戸などの自家水道
設備や給湯器、湯水混合水栓は対象
外です。

 11月12日㈪～20日㈫
 電話：11月5日㈪～14日㈬、9時

～17時※土・日曜を除く

成人のつどい入場券を送付
生涯学習課　☎639-9046

式典や実行委員会によるアトラクショ
ンの参加には入場券が必要です。

 来年1月13日㈰14時～15時
 盛岡タカヤアリーナ（本宮五）
 平成10年４月２日～平成11年４月１

日生まれ
 市内在住の対象者には11月中旬

に送付します。市外在住で帰省先が
市内にある参加希望者は、往復はが
きに帰省先の住所と名前、生年月日
を記入し〠020-8532（住所不要）
生涯学習課へ郵送してください。12
月21日㈮必着

 1003281

油漏れに注意を
環境企画課　☎613-8419

これからの時期は、家庭や事業所の
ホームタンクからの灯油漏れにより、
河川などの水質汚染事故が多発しま
す。事故が起きたときや油臭を確認
したときは同課か盛岡消防本部☎

※特に記載がない場合、費用は無料

　各種相談 

内容 日時 場所など 問い合わせ

夜間納付相談
①11/6㈫・8㈭
　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） 
    と健康保険課（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

成年後見相談 11/5㈪・19㈪
13時半～16時

岩手教育会館
（大通一）

成年後見センタ
ーもりおか
☎626-6112
※要事前申込

リハビリ
相談会

11/9㈮
10 時～ 12 時

市立身体障害者福祉セン
ター（若園町）

同センター
☎625-1151

空き家の
処分・不動産

無料相談会
11/14 ㈬
10 時～ 15 時

全日本不動産協会県本部
（八幡町）

同県本部
☎625-5900
※要事前申込

高齢者・障がい者
なんでも110番
（法律相談）

11/15㈭
13時～17時

県福祉総合相談センター
（本町通三）※電話相談
もあります

東海林法律事務所
☎623-9511
電話相談☎625-
0110

補聴器相談
11/21㈬
①10時～11時半
②13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

休日救急当番医・薬局
※往診はできません

　  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

11/11
㈰

ささき医院 中野一丁目27-10 653-0230
澤田内科医院 上田一丁目6-11 654-1007
くろだ脳神経・頭痛クリニック 神明町10-38 653-3522
みうら小児科 中野一丁目16-10 622-9591
開運橋歯科クリニック 開運橋通2-34 654-5841
コスモ調剤薬局 中野一丁目30-3 653-6133
上田薬局 上田一丁目6-9 625-5612
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
なかのユニオン薬局 中野一丁目21-1 652-6587

11/18
㈰

金子胃腸科内科 乙部13-135-3 696-2012
おおひら内科・循環器科クリニック 梨木町2-2 606-3765
みやた整形外科医院 上堂二丁目4-12 656-6350
成島整形外科医院 好摩字上山14-66 682-0001
西島こどもクリニック 上田一丁目19-11 651-1369
かみはら歯科医院 中ノ橋通一丁目8-21 654-4181
オトベ薬局 乙部13-135-1 675-1151
ぺんぎん薬局 梨木町2-14 652-3345
リリィ薬局盛岡北店 上堂二丁目4-11 681-0165
あおば薬局桜小路店 上田一丁目20-1 656-1250

※11/3㈯と11/4㈰の休日救急当番医・薬局は、10月15日号に掲載しています

622-0119へご連絡ください。　
 1010343

まちなか・おでかけパス
県交通　　　☎654-2141
県北バス　　☎641-1212
JRバス東北　 ☎604-2211

12月1日㈯から来年5月31日㈮まで利
用できる「まちなか・おでかけパス」
を販売します。

 11月12日㈪以降の10時～15時※
土・日曜・祝日・年末年始を除く

 市内在住で購入時に70歳以上の人
 5400円
 住所、氏名、生年月日を確認でき

る公的機関の発行した証明書と本
人の写真（直近1年以内に撮影した
上半身・脱帽・正面向きで縦3㌢、横
2.4㌢のもの）を持参し、ななっく１階
バス乗車券売場や盛岡駅前バス案内
所などでご購入ください。

 1001839

いわて気候講演会
盛岡地方気象台　☎622-7870

気候の専門家が「温暖化と岩手県の
気候と暮らし」と題して講演。

 11月8日㈭13時半～16時20分
 水産会館（内丸）　
 100人　
 1024524

絵で伝えよう！　
わたしの町のたからもの

盛岡ユネスコ協会　☎637-7855
市内の小・中学生が感じた市のたか
らもの絵画展。

 11月23日㈮～25日㈰、10時～17
時※25日は16時まで

 テレビ岩手（内丸）

2018ワン・ワールド・フェスタ
in いわて

県国際交流協会　☎654-8900
「世界へトライ！」をテーマに異文化
体験や、いろいろな国・地域の人と交
流してみませんか。詳しくは、同協会
ホームページをご覧ください。

 12月8日㈯10時～16時
 アイーナ（盛岡駅西通一）

高病原性鳥インフルエンザなど
の発生を予防しましょう！

県中央家畜保健衛生所　☎688-4111

家庭で飼われている鶏など、飼育さ
れた鳥は、渡り鳥から同インフルエン
ザや低病原性鳥インフルエンザに感
染する可能性があります。鶏舎への
野鳥の侵入防止や、鶏舎とその周辺
の消毒など、予防対策を必ず行いま
しょう。詳しくは、同所にお問い合わ
せください。　  1008256

保育施設と幼稚園の入園受け付け
■保育施設　  1002502
31年度の保育施設の新規入園を
受け付けます。

 11月5日㈪～19日㈪、9時～17
時※日曜除く

 市に住民登録をしている人
 窓口：各保育施設に備え付けの

申し込み案内を確認のうえ、申し込
み用紙と健康状態等調査票に必要
事項を記入し、第1希望の保育施設
に提出してください。詳しくは、市
公式ホームページをご覧ください　

 子育てあんしん課☎626-7511

■幼稚園　  1002726
太田・米内・好摩の各市立幼稚園の
入園を受け付け中です。

 入園に関すること：太田幼稚園☎
659-0597、米内幼稚園☎667-2151、
好摩幼稚園☎682-1300
保育料に関すること：学務教職員課☎
639-9044

都市景観シンポジウムを開催
テーマ「わたしの好きなまち盛岡 ～まちの魅力の再発見～」
▶30年度都市景観賞の表彰　  13時半～
▶基調講演　  14時～
ＩＢＣ岩手放送の大塚富

と み

夫
お

アナウンサーによる
「わたしの好きな盛岡」と題した講演。
▶パネルディスカッション　  15時～
県外出身盛岡在住者が外からの視点で話し合う。

 プラザおでって（中ノ橋通一）
 景観政策課☎601-5541　  1010220 29年度景観賞「木伏緑地」

パッキン交換
の対象となる
蛇口の例▶

パッキン交換
の対象とならない
蛇口の例▶

盛岡の魅力を
再発見！

11月27日㈫

昨年のファッションショーの様子

広　告 広　告

　
も
り

けんに挑戦
！も

り

け に挑戦挑 29年度3級問題➐（正解は14ページに掲載）
　石川啄木の筆跡で駅名が挙げられている駅はどこですか。
　①渋民駅　②仙北駅　③好摩駅　④盛岡駅

 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 30．11．１　1110　広報もりおか 30. 11. 1

募　集


