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子育て情報

pick up2
　  子ども青少年課☎613-8356
     1002505

　親子で自由に遊べる無料のスペース、つどいの広場「K
こ っ こ

OKKO」
が、大通りから菜園に移転しました。室内遊び場や授乳室、お
むつ替えコーナーがあり、予約なしで気軽に利用できます。また、
保育士などの資格をもつ子育てアドバイザーが常駐しているので、
子育てに関する悩みも相談できます。季節ごとのイベントや絵本
の読み聞かせ会も定期的に開催中。ぜひご利用ください。

移転オープン！
盛岡市つどいの広場　KOKKO

 菜園二丁目2-19　
　十九番館1階

 10時～17時
　※休館日：毎週月曜、祝日、
　お盆、年末年始

 ０歳～小学校就学前の子
　と保護者

たくさんの友達と遊ぼう！

子育て情報

pick up1

カワトク

ホテルニューカリーナ

KOKKO予防接種当日は、子ど
もの健康状態をよく観
察して受けましょう

他の予防接種をしてから期
間が短い場合は受けること
ができないことがあります。
事前に確認しましょう

菜園交番 盛
岡
城
跡
公
園

菜園通り

子育てを楽しく
とりょう保育園地域子育て
支援センター　☎651-8580

赤ちゃんとの遊びや読み聞かせな
ど、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。当
日会場へどうぞ。　  1002663
▶ぴよぴよルーム

  3月26日㈫は飯岡地区保健
センター（下飯岡8）、4月9日㈫は
高松地区保健センター（上田字毛
無森）

 0歳の子と保護者
▶にこにこルーム

  4月4日㈭は盛岡タカヤアリ
ーナ（本宮五）、16日㈫は高松地
区保健センター、18日㈭は都南公
民館（永井24）

 0～3歳の子と保護者
■マタニティサロン
出産後の生活についてアドバイス。

 3月20日㈬・4月17日㈬　
 とりょう保育園（肴町）　
 初妊婦
 同支援センターへ電話予約
■ウッドトイ遊びの広場

 4月12日㈮10時~11時半
 高松地区保健センター
 0～2歳の子と保護者
■こんにちはママさん講座
　「あんあんコース」
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。

 5月9日㈭・16日㈭、全2回、10
時半～11時半

 都南公民館（永井24）

 30組※30年10月1日～12月31
日に生まれた子と保護者

 電話：4月11日㈭10時から。☎
624-4103でも受け付け

ママとベビーのハッピータイム
まつぞのスポーツクラブ　☎663-9280
ベビーダンスとベビーマッサージ、
ファーストサイン、ママのためのエ
アロビクスを週変わりで開催。

 4月3日～24日、水曜、全4回、
13時15分～14時半

 松園地区公民館（東松園二）
 20組※首の据わった3～24カ

月の子と保護者
 4000円。1回のみは1250円
 電話：3月19日㈫10時から
 1024624

市保健所で開催の教室
母子健康課　☎603-8303

■パパママ教室～日曜コース～
妊娠中の健康管理や赤ちゃんのお
風呂の入れ方を学ぶ。

 4月21日㈰10時～15時
 36組※8月に出産予定の初妊婦

と夫  電話：4月12日㈮14時から
 1002116
■離乳食教室
初めての離乳食の不安を解消する
ための講話と試食。※グループで
の申し込みはお控えください

 4月23日㈫10時～12時
 30組※30年12月生まれの子と

初めて子育てしている母親
 電話：3月19日㈫14時から
 1002133

子 育て情報ひろば

予防接種を忘れずに

 保健予防課☎603-8307
 1002154

　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。

予防接種の受け方
　市が赤ちゃん手帳などで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。受診前に電話予約が必要
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
●学校を通じて配布する接種券（第2期）
①日本脳炎：小学4年時
②ジフテリア・破傷風：小学6年時

予
防
接
種
の
内
容
は

こ
ち
ら
か
ら
！ 遊具遊びの様子 紙芝居の様子

地図　ＫＯＫＫＯの場所
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健 康ひろば
※特に記載がない場合は無料　※電話・ファクス：申込開始日から先着順に受け付け　

 日時　  会場
 定員、対象　  費用
 申し込み　  広報ID　

マークの
見方

　市公式ホームページのトップページにある
検索窓に、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。

玉山総合事務所（渋民字泉田）

■道の駅整備推進室の設置
　（2階）

　平成35年度の開業を目指し、
国道4号渋民バイパス沿いへの道
の駅設置に取り組みます。

特定不妊治療の費用助成を拡充
母子健康課　☎603-8303

4月1日㈪以降に特定不妊治療（体
外受精・顕微授精）が終了し、助成
金制度の利用が2回目以降の人へ
助成金を増額します。治療を受け
た後に手続きが必要です。手続き
方法や対象など詳しくは、市公式
ホームページをご覧ください。

 1003832

つどいの森で健康づくり
都南老人福祉センター　☎638-1122

同センターでさまざまな健康教室
を開催。

 同センター（湯沢1）
 各20人※60歳以上
 電話：3月19日㈫10時から

▶ピラテス教室
体幹を鍛え、しなやかな体作りを
目指す。

 4月4日㈭10時半~11時半
 500円
▶かんたんコロコロつどりん教室
ストレッチポールを使ってゆったり
体をほぐす。

 4月11日㈭10時半~11時半
 500円
▶アロマで癒しヨガ
香りとヨガの相乗効果で心と体を
リラックス。

 4月18日㈭10時半~11時半
 500円
▶リフレッシュ体操教室
脳トレやストレッチなどをして介護
や認知症予防に役立てる。

 4月25日㈭10時半~11時半

介護予防のためのシルバー
リハビリ体操無料出前講座

　長寿社会課　
☎613-8144　ファクス653-2839

高齢者の居場所や介護予防のため

に体操する場をつくり、シルバーリ
ハビリ体操を行いたい団体へ、同
体操の講師（シルバーリハビリ体操
指導者）を派遣します。

 おおむね65歳以上の人が5人
以上参加し、週1回で3カ月以上継
続して開催できる団体

 同課に備え付け、または市公式

ホームページからダウンロードした
用紙に必要事項を記入し、〠020-
8530（住所不要）市役所長寿社
会課へ郵送または持参。ファクス
でも受け付けます。申し込みは年
間を通して随時受け付けています

 1025917

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、表のとおりです。
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。 

 1000447

窓口の時間延長と休日開設

市役所は4月から新体制に 　市は組織機構を一部見直し、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。

 組織の見直し：職員課☎626-7505
　 庁舎や各課の場所：管財課☎626-7507

本庁舎本館・別館（内丸）

市保健所（神明町）

■プレミアム商品券事務局の
　設置（本館5階）

　地方税・地方消費税率の引き上
げに伴い、低所得者と3歳未満の
子育て世帯へプレミアム付商品券
を発行する事務を行います。

■保育サービス推進室の設置
　（1階）

　待機児童対策や保育士の確保の
ほか、10月から予定している幼
児教育・保育の無償化などの保育
サービス事業の充実に重点的に取
り組みます。

■放課後児童クラブと児童セ
　ンターに関する事務の移管

　同クラブの支援や同センタ
ーの管理などの事務を子育
てあんしん課（1階）から子
ども青少年課（4階）に移管
します。　

　引っ越しなどの際に出る大量の
ごみは、地域の集積場所へ一度に
出すことができません。各地域の
収集カレンダーに従って分別し、表
の処理施設に自分で持ち込むか、
集積場所へ少しずつ出してくださ
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

表　地域ごとの処理施設など
地域 直接搬入できる施設 処理手数料

盛岡
地域

クリーンセンター（上田字小鳥沢）※1
☎663-7153
【営業日】月~土曜、9時～16時

1回に持ち込
む 量 が 2 0 0
㌔㌘以上の
場合、有料

リサイクルセンター（川又字大日向）※2
☎685-2151
【営業日】月~金曜、第2・4土曜、9時～16時

都南
地域

盛岡・紫波地区環境施設組合（矢巾町）※3
☎697-3835
【営業日】月~土曜、8時半～12時・13時~16時半

有料

玉山
地域

岩手・玉山清掃事業所※3（寺林字平森）
☎682-0552
【営業日】月~金曜、9時～12時・13時~16時

有料

※1　可燃ごみと古紙を受け入れ
※2　不燃ごみと資源、粗大ごみを受け入れ
※3　受け入れ可能なごみの種類はお問い合わせください

 資源循環推進課
　　　☎626-3733

 1022139

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）。
　詳しい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
活用してください。

引っ越しなどで出る
大量のごみの出し方
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岩手公園
地下駐車場

ダイヤパーク
内丸医大通り

金田一駐車場

マルフジ
内丸駐車場

かほく有料
駐車場

藤原有料駐車場

オレンジパーキング

盛岡城跡公園
地下駐車場

中央パーキング神明町
盛岡駐車場
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大
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中
津
川県庁銀行

市総合福祉
センター

市勤労
福祉会館

上の橋

与の字橋

中の橋

城南小

SIDE-B

プラザ
おでって

ダイヤパーク
紺屋町３

中ノ橋
パーキング

地図　本庁舎と保健所周辺の市指定駐車場

地図　玉山総合事務所の場所　

♦時間延長　3月25日㈪～4月5日㈮、18時半まで※土、日曜を除く
♦休日開設　3月31日㈰・4月7日㈰、9時～17時

市役所や市保健所へ車で
来る人は市指定駐車場が
便利です！
地図にない市指
定駐車場はこち
らから➡

表　休日受け付け・時間延長をする窓口など
取り扱い業務 本庁舎本館・別館（内丸）と市保健所（神明町） 都南総合支所（津志田14） 玉山総合事務所（渋民字泉田）

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（本館1階）☎613-8309 市民係（1階）☎639-9030

税務住民課（1階）☎683-3874市・県収入証紙販売 －
市・県民税課税（所得）証明書交付 市民税課（本館2階）☎626-7504

税務福祉係（1階）☎639-9058
※一部、対応していない業務
があります。詳しくはお問い
合わせください

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（別館1階）☎626-7527

健康福祉課（1階）☎683-3869

児童手当、児童扶養手当（医療助成年金課、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
医療助成年金課（本館2階）☎626-7528

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（本館5階）☎613-8346

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（別館5階）☎626-7560

医療費助成
医療助成年金課（本館2階）☎626-7528

赤ちゃん手帳・予防接種券の交付
母子健康課分室（1階）
☎639-9031母子健康手帳・妊産婦健診票 子育て世代包括支援センター（市保健所1階）

☎613-2696※妊産婦医療費助成は受け付けます

小・中学生の就学、転校手続き 教育相談室（本館5階）☎639-9044 学務教職員課（3階）
☎639-9044

学務教職員課玉山分室（1階）
☎683-3820
※玉山分室は3月31日㈰のみ開設

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（本館1階）☎626-3733 － －

各地域のごみ分
別方法はこちら

コメリ 石川啄木
記念館

玉山総合
事務所

本庁舎
本館・別館

市保健所

姫神ホール

至岩手町

渋民小

特に月曜日は混雑が予想されます。
休日開設日を利用してください

北
上
川

※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

月日 名称 所在地 電話番号
4/7㈰ 小笠原整骨院 好摩字上山13-20 682-0106
4/14㈰ みかわ接骨院 西仙北一丁目31-34フラットキュー1階-A 681-2577
4/21㈰ 小山田接骨院 東松園二丁目2-2 663-2574
4/28㈰ コスモ整骨院 緑が丘四丁目1-50アスティ緑が丘205号 681-3328

接骨院の休日当番
受付時間：10時～16時

※2月15日号に掲載した休日当番が変更になりました。
変更後：3/24㈰が小山田接骨院（東松園二）☎663-2574
　　　　3/31㈰がさとう整骨院（月が丘一）☎641-7586

  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。

月日 区分 名称 所在地 電話番号

3/21
㈭

ささき医院 中野一丁目27-10 653-0230
かねこ内科クリニック 月が丘一丁目1-63 647-3333
もりた整形外科 山岸一丁目3-8 652-5858
菅野小児科医院 山岸二丁目11-36 622-4448

さくらだ歯科クリニック 緑が丘四丁目1-50
アスティ緑が丘304 661-6480

コスモ調剤薬局 中野一丁目30-3 653-6133
みつばち薬局 月が丘一丁目1-63  647-3888
かるがも薬局山岸店  山岸一丁目3-11 623-9696
アップル薬局山岸 山岸二丁目9-24 623-6633

3/24
㈰

金子胃腸科内科 乙部13-135-3 696-2012
藤島内科医院 愛宕町4-18 622-4453
なおや脳神経・頭痛クリニック 本宮字小板小瀬13-4 656-3708
小林小児科クリニック 三本柳11-12-4 638-0404
さいとう歯科医院 厨川一丁目5-1 641-3558
オトベ薬局 乙部13-135-1 675-1151
あたご薬局 愛宕町2-38 621-8411
おおたばし調剤薬局  本宮字小板小瀬13-8  656-3131
ワカバ薬局都南店 三本柳11-12-1  637-6011

3/31
㈰

川久保病院 津志田26-30-1 635-1305
二宮内科クリニック 愛宕町2-47 621-8181
吉田整形外科・
リウマチ科クリニック 本町通一丁目9-28 604-3820

森田小児科医院 緑が丘四丁目1-50
アスティ緑が丘1階 662-3326

中野歯科クリニック 中野一丁目17-1 653-1821
オーロラ薬局 南仙北三丁目2-30 635-1233
あたご薬局  愛宕町2-38 621-8411
本町薬局 本町通一丁目9-28 652-8200
調剤薬局アスティこうの 緑が丘四丁目1-50 662-2877

※3/17㈰の休日救急当番医・薬局は3月1日号に掲載しています

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

 日時　  会場　  定員、対象　  費用　  申し込み　
 問い合わせ　  広報ID　  託児　  会場までバス移動　

マークの
見方

電話：記載されている申込開始日時から先着順に受け付け
はがき/往復はがき：①催し名②住所③名前④年齢⑤性別⑥電話
番号を記入し、申込期限必着で郵送。定員を超えた場合は抽選

ファクス：左記①～⑥と⑦ファクス番号を記入し、ファクスで申
し込み。申込開始日時から先着順に受け付け。
※定員があって特に記載がないものは、当日先着順に受け付け

申し込みが必要な
イベントについてイベント情報
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た
く
さ
ん
の

応
募
や
参
加

お
待
ち
し
て
い
ま
す
！

広　告 広　告

高松の池の価値・良さを「発掘」し、
「磨き」「発信する」ことをテーマに
した講演会やパネルディスカッショ
ンなど。

 3月30日㈯13時半～16時
 上田公民館（上田四）
 100人　
 1022077

高松の池フォーラム
ハートブルームタウンたかまつ事務局、

　カフェカムオン内　☎663-7270

力・意義」をテーマに、講演やトーク
セッションなど。

 3月26日㈫13時半～16時25分
 プラザおでって（中ノ橋通一）
 60人※就職を考えている学生や

その父母、教員など
 メール・ファクス：市公式ホームペ

ージからダウンロードした申し込み用
紙に必要事項を記入し、同課へ提出。
3月18日㈪9時から。
※席に余裕がある場合は当日も入場
できます

月28日㈮、全10回
 電話：①3月23日㈯②

24日㈰。いずれも10時か
ら　  1025868

もりおか町家物語館
〠020-0827 鉈屋町10-8

☎654-2911

■町家ひなまつりライブ
JAZZピアニストの鈴木牧

ま き

子
こ

さんと
バイオリン奏者の伊

い

禮
れ い

しおりさんに
よる、ひな祭りや春をテーマにした音
楽ライブ。

 4月14日㈰13時半～14時半　
 80人
 前売り1500円、当日2000円※

入場時に旧暦の雛
ひ な

祭り通行手形の提
示で500円の返金

 同館や市内指定プレイガイドで発
売中　  1025853
■浜藤古本市
多彩なジャンルの古本や詩集などの
自主制作本、しおりなどの図書グッ
ズを販売します。

 3月23日㈯・24日㈰、11時～16時
 1023430

西部公民館
〠020-0134 南青山町6-1

☎643-2288

■じっくり学ぶパソコン教室
▶タブレットお助け相談会

 3月26日㈫、10時～12時と13時
～15時、各2回　  各500円

都南公民館
〠020-0834 永井24-10-1

☎637-6611

■キャラホール少年少女合唱教室
歌うことが大好きな子が集まって合
唱の練習をし、年間で10回程度の成

深い呼吸法と簡単なポーズで体の歪
みを修正し、心と体のバランスを整える。

 ①4月10日～6月5日、水曜、全7
回、19時～20時②4月11日～6月6日、
木曜、全7回、13時15分～14時15分

 各20人※女性
 各5065円
 電話：3月19日㈫10時から
 1024269

■楽々エアロビクス教室
エアロビクスの基本動作でシェイプ
アップエクササイズ。

 4月11日～6月6日、木曜、全7回、
14時半～15時半

 15人※女性　  5065円
 電話：3月19日㈫10時から
 1024278

総合プール
〠020-0866 本宮五丁目3-1

☎634-0450

■フィットネス教室
内容や費用などは教室ごとに異なりま
す。詳しくは、市公式ホームページか同
プールホームページをご覧ください。

 4月8日㈪～5月31日㈮
 各10～25人
 電話：▶16歳以上：3月21日㈭14

時から▶親子、キッズ、ジュニア：14
時半から　  1024223
■水泳教室
①幼児②一般・水中運動・アクアビクス

 4月8日㈪～5月31日㈮
 ①30～40人※31年度中に4～6

歳になる子②20～40人※18歳以上
 ①電話②窓口：①3月

21日㈭15時半から②随時
 1024226

ゆぴあす
〠020-0102 上田字小鳥沢148-103

☎662-1414

①フロア教室（ピラティスやヨガな
ど）と、②水泳教室（幼児水泳やアク
アエクササイズなど）を開催します。
各教室の内容や日時など詳しくは、
市公式ホームページかゆぴあすホー
ムページをご覧ください。

 ①毎月3～5回②4月16日㈫～6

果発表。
 4月20日㈯～12月21日㈯、全30

回、低学年クラス（小学3～4年）は
14時～14時50分、高学年クラス（小
学5～中学3年）は15時～16時半

 各40人
 1200円※別途、親の会活動費

1200円が必要
 電話・窓口：3月20日㈬10時から
 1025869

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-1

☎635-6600

■埋蔵文化財調査資料展　盛岡を発
　掘する～平成30年度調査速報～
30年度の発掘調査の最新成果を紹介。

 5月19日㈰まで
 入館料が必要　  1009440

都南歴史民俗資料館
〠020-0842 湯沢1-1-38

☎638-7228

■鎌田コレクション　
　旧暦ひなまつり展
鎌田隆

たかし

さんが収集した木製や陶製な
どの豊富な種類のひな人形や花巻人
形を展示。

 3月16日㈯～4月21日㈰、9時～16時

ものづくり人材セミナー
ものづくり推進課

　　☎626-7538　ファクス604-1717
　monozukuri@city.morioka.iwate.jp

「地域のものづくり企業で働く魅

市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目9-1

☎621-5151

■パイプオルガン初級演奏講座
同ホールオルガニストの渋

し ぶ

澤
さ わ

久
く

美
み

さん
からパイプオルガンを学び、講座の最
後には修了演奏会を開催。

 4月～来年2月、木曜、全13回
 5人※高校生以上の鍵盤楽器学

習経験者。書類と実技により審査
 6万円※年間（分納可）
 窓口・郵送：同ホール事務室に備

え付け、または同ホールホームページ
に掲載している申し込み用紙に必要
事項を記入し〠020-0045盛岡駅西
通二丁目9-1市民文化ホール「パイプ
オルガン初級演奏講座」係へ郵送ま
たは持参。郵送は3月31日㈰必着。
持参は同日21時半まで　

 1025962
■辻井伸行（ピアノ） ルシエンヌ（トラ
　ンペット） パトリック・ハーン指揮　
　オーケストラ・アンサンブル金沢
新鋭指揮者による指揮で、日本を代
表するピアニストとオーケストラ、天
才トランペット奏者が夢の共演。

 7月27日㈯15時～17時
 S席9000円、A席8000円、B席

7000円、Uー25チケットB席（25歳
以下）3000円※全席指定

 3月23日㈯10時から同ホールや
市内プレイガイドで発売

 1025961

盛岡体育館
〠020-0066 上田3丁目17-60

☎652-8855

■トレーニングルームがリニューアル
　オープン
ウエイトマシンの更新とランニングマ
シンを増設します。

 3月31日㈰
 1025752

●利用制限
マシン入れ替え作業のため3月25日
㈪～30日㈯は同ルームの利用はで
きません
■アロマでリラックスヨガ教室
アロマの香りを楽しみながら、ヨガの

（仮称）新盛岡バスセンター
整備シンポジウム

盛岡地域交流センター　☎656-0920
新盛岡バスセンター整備事業の実施
に向けたマスタープラン（案）の市民
説明会。

 3月23日㈯13時～15時
 マリオス18階183会議

室（盛岡駅西通二）
 申し込み方法など詳しくは、問い

合わせるか同交流センターのホーム
ページをご覧ください

いわてグルージャ盛岡　
　　　　　　2019シーズンが開幕

　3月10日㈰にプロサッカーJ3リーグ　2019シー
ズンが開幕しました。グルージャ盛岡は、今シーズ
ンから岩手県全市町村をホームタウンとし、チーム
名を「いわてグルージャ盛岡」として新たなスター
トを切りました。
　菊池利

と し

三
み

監督がチームを率いて3シーズン目。チ
ームは目標であるリーグ戦一桁順位を目指し「一

い ち

岩
が ん

」のクラブスローガンのもと、
監督・選手はもちろん、サポータ
ーも一つにまとまり戦っていき
ます。ぜひ、スタジアムでの応援
をよろしくお願いします！

3月24日㈰ホーム開幕戦
応援に行こう！

QR

ⓒIWATE GRULLA MORIOKA

新生

季節や題材の指定はありません。
 受付期間：5月7日㈫まで
 投句3句1組につき1000円。高校生以下は無料
 同事務局や市役所本館1階の窓口案内所、各支所

などに備え付けの用紙に必要事項を記入し、〠020-
8566 IBC岩手放送「盛岡国際俳句大会事務局　応
募作品集約係」へ郵送。当日消印有効。投句料は定
額小為替を同封してください。なお、高校
生以下は同大会公式ホームページの専用
フォームからも応募できます

第1回 盛岡国際俳句大会を開催します  文化国際室内、
　 盛岡国際俳句大会事務局
　 ☎626-7524

ホーム試合日程

 いわぎんスタジアム（永井8）
 

3/24㈰：ブラウブリッツ秋田戦
3/31㈰：ロアッソ熊本戦
4/14㈰：カターレ富山戦

5月以降の日程はチ
ームの公式ホームペ
ージをご覧ください！

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月21日㈰9時半～16時
 源太森・八幡沼・八幡平山頂（八

幡平市）※西根インターチェンジ駐
車場（八幡平市）集合

 25人※歩くスキー中級～上級者
 2000円※歩くスキー用のスキー

板と靴、ストック、昼食を持参
 電話：4月17日㈬まで　
 1025808

 いわてグルージャ盛岡
　 ☎613-6333
　       info@grulla-morioka.jp

　市制施行130周年を記念して盛岡国際俳句大
会を開催します。近年日本だけでなく海外でも
人気が高まっている俳句（HAIKU）。盛岡の魅力
である豊かな自然や、先人の残した歴史文化を
俳句を通して国内外へ発信します。特別審査員
には、テレビでも活躍している俳人の夏井いつき
さんを審査員として招待。夏井さんによる講演
もあり、俳句に詳しくない人でも楽しめる大会で
す。この機会に俳句に親しんでみませんか。

 ８月３日㈯・４日㈰
 アイーナ7階

　 小田島組☆ほ～る
　（盛岡駅西通一）

マスコットキャラクター
キヅール

昨年の浜藤古本市の様子

事前投句を募集します

夏井いつきさん
昭和32年生まれ。松山市在住。「第8回俳壇
賞」など多くの賞を受賞。平成10年に松山市
で始まった、高校生の大会である「俳句甲子
園」の創設にも携わるなど幅広く活動中。
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 日時　  場所　  対象、定員
 費用　  申し込み　  広報ID

マークの
見方もりおかインフォ

　市公式ホームページのトップページにある
検索窓に、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。

■市の推計人口（2月1日現在）
29万3488人（男：13万9154人、女：15万4334人）
【対前月比】188人減　【世帯数】13万2119世帯

 1019915　  企画調整課☎613-8397

広　告 広　告

子ども・子育て支援事業
子ども青少年課　☎613-8356

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。

 受付期間：3月26日㈫まで
  ▶対象となる活動：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▶補助額：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）※①～③
のいずれかに該当し、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―のいずれかに
関する活動の場合、活動費300万円
まで全額

 市公式ホームページからダウン
ロードした用紙に必要事項を記入し、
〠020-0884（住所不要）市役所子
ども青少年課へ郵送
または持参。郵送は
26日必着、持参は同
日17時まで

 1025860

工業振興推進会議の委員
ものづくり推進課　☎626-7538　

盛岡市工業振興ビジョンに定める取
り組み内容や工業振興の推進につい
ての意見を述べる委員2人を募集し
ます。任期は6月1日㈯（予定）から2
年間です。

 受付期間：4月5日㈮まで
 次の全てに該当する人①1月1日現

在で市内に1年以上住んでいる②平
成11年1月1日以前生まれ③平日の日
中に年1回程度開催する会議に出席
できる④市の工業振興に関心がある

 同課や市役所本館1階の窓口案内
所、各支所などに備え付けの用紙に
必要事項を記入し、〠020-8530（住
所不要）市役所ものづくり推進課へ
郵送または持参。郵送は4月5日消印
有効、持参は同日17時45分まで

 1011724

外山森林公園サポータークラブ
31年度会員

盛岡広域森林組合
☎624-0259　ファクス653-1420

同公園内（薮川字大の平）で、まき割
りや炭焼き、キノコ園での作業や遊
歩道整備、植物保護などを体験しな
がら森づくりに参加する「外山森林
公園サポータークラブ」の会員を募
集します。親子での参加も歓迎。会
員は毎週水曜の収穫体験や森林整備
の体験活動にも無料で参加できます。

 受付期間：3月18日㈪~４月5日㈮
活動日時：４月～11月の第３日曜、全
８回、９時～15時

 40人※現地集合・解散ができる人
 2000円
 はがき・ファクス：4月5日必着。定

員を超えた場合は抽選。詳しくは、市
公式ホームページをご覧ください　

 1025801

盛岡花火の祭典
ポスターデザイン

盛岡商工会議所都南支所内、花火の
祭典実行委員会　☎638-3399

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（１点）には賞金5万円を進呈。応
募方法など詳しくは、同支所（永井
23）などに備え付けまたは同祭典の
公式ホームページへ掲載する募集要
項をご覧ください。

 受付期間：5月10日㈮まで

消防団員・消防団応援の店
　　①消防対策室　☎626-7404
　　②県総合防災室　☎629-5151

①市消防団団員の募集
市は、地域の安全・安心を守るため
の防災活動を担う消防団の団員を募

集しています。入団を希望する人は、
消防対策室へお問い合わせください。

 18歳以上で、市内に居住または
勤務し、体が丈夫かつ健康な人
②いわて消防団応援の店登録店の募集
県は、県内の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へお問い合わせ
ください。

幸せのお手伝いしませんか
日本結婚支援協会　☎613-5100

結婚支援ボランティアを募集してい
ます。当日は、見合いに関する情報
交換や結婚の相談などを行います。

 4月20日㈯9時半～11時半
 プラザおでって（中ノ橋通一）
 独身の子の結婚を望む親や結婚

を希望する独身者、同ボランティア
に興味のある人

 電話：開催日の前日まで

お知らせ

啄木新婚の家の開館時間が変更
観光交流課　☎626-7539

開館時間を次のとおり変更します。
 ▶変更前：8時半~18時▶変更

後：8時半~17時
※12月~3月はこれまでどおり9時~16時

 1006984

水質検査計画を策定
浄水課水質管理センター　☎652-2961

上下水道局は、31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1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「みずの輪」にも掲載
します。

もりおか産直スタンプラリー
農政課内、市産地直売所連合会

☎626-7540

市産地直売所連合会に加盟する表2
の店舗で、300円以上の買い物や食
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。

 ３月16日㈯～４月21日㈰　
 1022152

緑の募金に協力を
林政課　☎626-7541

３月21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。
昨年度の募金総額は724万7799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
先着100人に花の苗か種をプレゼント。

 3月21日㈭12時半～
 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）
 1008281

※特に記載がない場合、費用は無料

山火事に注意
林政課　☎626-7541

３月から５月までは山火事防止月間
です。今年の標語は「忘れない　豊
かな森と　火の怖さ」。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、強風時や乾燥時の野焼
きは絶対にやめましょう。

消費税の軽減税率制度等説明会
盛岡税務署　☎624-6141 

10月1日からの消費税率・地方消費
税率引き上げと同時に実施される軽
減税率制度について説明会を開催し
ます。

 4月24日㈬10時～11時半、14時
~15時半

 県民会館（内丸）

スポーツ振興くじ（toto）助成で
備品を整備

t
ト ト

otoの助成を受け、次の備品を整備
しました。
▶アイスリンク：新規格のスピードス

表1　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2　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

　各種相談 

内容 日時 場所など 問い合わせ

休日納付相談 3/24㈰
9時～16時

納税課（市役所本庁舎別館２
階）と健康保険課（同１階）

納税課
☎613-8462

市民無料
法律相談

★◆

4/8・22
月曜
10時～15時

広聴広報課
（市役所本庁舎別館6階)

岩手弁護士会の弁護士が無料
で相談に応じます

広聴広報課の
予約専用ダイヤル
☎626-7557

無料
法律相談★

4月の毎週水曜
10時～15時

岩手弁護士会
☎623-5005

★要事前申し込み。相談希望日の前週の9時から受け付け
◆4/1から「くらしの法律相談」は「市民無料法律相談」に名称が変わります

不来方橋不来方橋

開運橋開運橋

旭橋旭橋

北
上
川
北
上
川

盛
岡
駅

アイーナアイーナ

マリオスマリオス

Ｎ

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、表のとおりです。

 Ｆ
エ フ ピ ー

Ｐホーム's自転車駐車場　☎622-0972　  1001859

自転車等駐車場を使いましょう
盛岡駅周辺では

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）

迷惑駐車はやめましょう！

盛岡駅西口自転車等駐車場

地図　市営自転車等駐車場の所在地

昨年の活動の様子

高架下にあって
雨でも安心！

バイクも
駐車できるよ！

　国民年金第1号被保険者で、平成31年2月1日以降に出産
する人※1は、申請すると、平成31年4月分以降の国民年金保
険料が、出産月（出産前に申請する場合は出産予定月）の前
月から4カ月間※2免除になります。出産前に申請する場合は、
母子健康手帳など出産予定日が確認できる書類を持参して
ください。

 産前産後期間の免除
国民年金保険料

 申請期間：4月1日㈪から
（出産予定日の6カ月前から申請で
きます)

 受付場所▶市に住民登録がある人：
同課（内丸）・都南総合支所税務福祉
係（津志田14）・玉山総合事務所健康
福祉課（渋民字泉田)▶市に住民登録
がない人：住民登録先の市区町村や盛
岡年金事務所（松尾町）、全国の年金
事務所

 医療助成年金課☎626-7529
 1025034

ケート競技用防護マット52枚
▶下小路中：グラウンドの夜間照明
のLED化

寄付をいただきました

■社会人サークル「あふろ」
　高橋孝

た か

行
ゆ き

代表
2万円。コミュニティ施設管理運営の
ために。

不
明
な
点
は

お
問
合
せ
下
さ
い

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

表　市営自転車等駐車場の使用料

・ 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

自転車
・バイク

に

乗る皆
さん！

※2　双子以上の妊娠の場合は出産月（出産予定月）の３カ月前から６カ月間

※1　妊娠85日以上経過後の分娩が対象。厚生年金被保険者とその扶
養となっている配偶者、国民年金任意加入被保険者（海外居
住者など) は対象外です

新制度
スタート

広告に関するお問い合わせはナチュラルコム（株）☎019-652-9190へどうぞ

募　集



■症状が軽い場合（19時～23時）

■日曜・祝日の日中（9時～17時）

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
※もりおかこども病院は4月か
ら小児救急入院受入当番病院で
はありません

中
津
川

東
北
電
力

市
役
所

SIDE-B

県民会館

プラザおでって

東
北
電
力

市
役
所

SIDE-B

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）

診療時間外に子どもの具合が悪くなったら…

休日救急当番医（3ページ参照）へ

4月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
中央 川久保 医大 中央 日赤 医大

7 8 9 10 11 12 13
中央 医大 川久保 中央 医大 医大 中央
14 15 16 17 18 19 20
医大 中央 川久保 医大 中央 日赤 医大
21 22 23 24 25 26 27
中央 医大 日赤 医大 中央 医大 中央
28 29 30
日赤 医大 中央

市夜間急患診療所へ

小児救急入院受入当番病院へ

　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。

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。※土曜は13時（祝日の土曜は9時）から受け入れます。

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。 盛岡市医師会

広報もりおかへのご意見をお待ちしています
アンケート専用フォームから、各記事への意
見をお寄せください。あなたの意見が広報も
りおかを育てます。

イベント PICK UP
動物公園へ行こう！

 同園（新庄字下八木田）
☎ 654-8266
■木のバッジを作ろう
輪切りした木の枝を使ってオリジ
ナルバッジを作る。

 3月24日㈰13時半～14時半
 30人　  当日13時20分から

動物資料館前で受け付け
■幼虫を探そう
林や水辺に潜んでいるいろいろな
幼虫を探す。

 3月30日㈯・31日㈰、12時～12
時半　  30人　

 当日11時50分から子ども動物
園で受け付け

スポーツ英会話キッズクラス

日常で話す英語を音楽やリズムに
合わせて体感しながら学ぶ。

 4月12日～5月31日、金曜、全7
回、16時15分～17時

 総合プール（本宮五）　
 8人　  1万1340円
 電話：3月21日㈭15時から同プ

ール☎634-0450で先着順

南公園サッカークラブ会員募集

   表1のとおり
 いわぎんスタジアム（永井8）
 電話・窓口：3月21日㈭9時から

同スタジアム☎632-3344で先着順
 1025807

子ども科学館のイベント

 同館（本宮字蛇屋敷13-1）
☎634-1171
同館で表2のとおりイベントを開催
します。

東中野キッズテニス教室

 4月14日～11月24日、日曜、①
9時～10時15分②10時半～11時
45分

 東中野運動広場（東中野字立石）
 各10人※①5歳～小学3年②小

学生の経験者
 1回800円※入会金千円と年会

費千円（計2千円）が別途必要
 電話・窓口：4月1日㈪

10時から同運動場
☎652-8778で先着順

 1025859

表1　南公園サッカークラブの日程など
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～木曜の
うち1日と月1回土
曜、全62回

①4～5歳：14時50分～
15時50分※土曜は9時～
10時
②小学1～2年生：16時
～17時※土曜は10時15
分～11時45分
③小学3～6年生：17時
15分～18時45分※土曜
の小学3年～4年生は13
時～14時半、小学5年～
6年生は14時45分～16
時15分

年代別
各20人

①②月3780円
③月4860円

週2日
コース

毎週火曜～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

※入会時に保険料800円が別途必要

表2　子ども科学館の各種イベント
イベント名 内容（費用） 日時 定員

ナイトミュージアム
①星空みどころ案内
②星を見る会
③科学工作
④プラネタリウム

③エアーロケットを作る
④「銀河鉄道の夜」
（①②無料③100円④
4歳～中学生100円、高
校生以上300円）

4/6㈯
①18時～18時半
②18時半～20時
③18時半～20時
④19時～19時半

①④160人
②なし
③30人

ワークショップ
「不思議ゴマ」

目の錯覚を体験できる
こまを作る（100円）

4/7～21、日曜、10時半
～12時と14時～15時半 各回30人

科学技術週間イベン
ト2019カミナリ実験

①カミナリを使ったサ
イエンスショー
②手回し発電機を体験
（①②展示室入場料が
必要）

4/14㈰
①10時50分～11時20
分と12時50分～13時
20分
②10時～10時40分と
13時20分～14時20分

なし

空気砲であそびまシ
ョー！

いろいろな空気砲を飛
ばすサイエンスショー
（展示室入場料が必要）

4/27㈯~30㈫
13時～13時15分 なし

8　 広報もりおか 31. 3. 15
地球環境に配慮し、
ベジタブルインキを
使用しています。

子育て情報ひろば

市立図書館（高松一）
☎661-4343

■えほんのへや（♥）
 3月21日・4月4日・18日、木曜、

15時半～16時
■おはなしのじかん

  3月23日㈯・4月13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
■かみしばいのへや（♥）

 3月28日㈭・4月11日㈭、15時半
～16時
■おはなしころころ

  4月12日㈮10時20分～11時
は1歳3カ月以上の子と保護者、11
時10分～11時半は1歳2カ月以下
の子と保護者

都南図書館（永井24）
☎637-3636

■おとぎのへや（♥）
紙芝居と絵本の読み聞かせ。

 毎週土曜、14時半～15時
■だっこのおはなし会

 3月26日㈫10時45分～11時15分
 4カ月～1歳半の子と保護者

■おはなしのじかん
 4月10日㈬11時～11時半
 幼児と保護者

渋民図書館（渋民字鶴塚）
☎683-2167

■えほんのへや（♥）
 4月10日㈬15時半～16時

西部公民館（南青山町）
☎643-2288

■ちびっこ広場映画会（♥）
「ミッキーマウス～いたずら小象
～」ほか3本。

 4月6日㈯10時半～11時40分
■ふたばわらべうた・おはなし会

  4月17日㈬10時～10時40
分は1歳3カ月～3歳の子と保護者、
10時50分～11時10分は0歳～1歳
3カ月の子と保護者

松園地区公民館（東松園二）
☎661-8111

■おはなし★らんど
 3月22日㈮10時～11時半
 0歳～未就学児と保護者

■おやとこひろば
絵本の読み聞かせなど。

 4月9日㈫10時～11時半
 0歳～未就学児と保護者

本 と の ふ れ あ い
（♥）は 幼児～小学生が対象の催しです。
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