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もりおかインフォ  日時　  場所　  対象、定員
 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。

※特に記載がない場合、費用は無料

広　告

市の看護師など
職員課　☎626-7505

10月及び令和２年度採用の市職員を
追加募集します。募集する職種や人
数、受験資格は表のとおりです。
試験日：７月28日㈰
 厨川中、上田中、東京会場（受験

票と一緒に通知）
 受験案内と申込用紙は、同課や

各支所などに備え付けています。郵
送を希望する場合は、返信先を記入
し120円分の切手（速達での返信を
希望する場合は400円分の切手）を
貼った返信用角２封筒を同封し「受
験案内請求」と明記の上、６月19日
㈬までに〠020-8530（住所不要）
市役所職員課へ送付。応募用紙に
必要事項を記入し、同課へ郵送また
は持参。郵送は6月26日㈬消印有効。
持参は同日17時半まで

空き家等対策推進協議会委員
くらしの安全課　☎603-8008

空き家等対策計画の策定などについ
ての意見を述べる委員１人を募集し
ます。任期は７月下旬から2年間です。
応募資格など詳しくは、市公式ホ

ームページをご覧ください。７月12日
㈮締め切り　  1019600

産業まつり出展者
同まつり実行委員会　☎626-7538

９月11日㈬から16日㈪まで、カワトク
（菜園一）で開催される同まつりへの
出展者を募集します。
市と市近郊にある食品、工芸品の

製造・販売者※50区画まで。応募多
数の場合は選考
 申し込み方法など詳しくは、市公

式ホームページをご覧ください。６月
20日㈭17時締め切り　  1026629

都市景観賞
景観政策課　☎601-5541

美しい街並みや周囲の環境に調和し
た魅力ある景観を募集します。
応募対象：完成後おおむね５年以

内の建築物や緑地、工作物（これら
を含む一団の地区を含む）
応募要件や応募方法など詳しく

は、市公式ホームページをご覧にな
るか同課へお問い合わせください。
７月31日㈬締め切り※１人何点でも
応募できます  1010213

公園活性化プラン
公園みどり課　☎639-9057

公園を活用した自由な事業プランを
募集します。
 申し込み方法など詳しくは、市公

式ホームページをご覧ください。６月
14日㈮17時締め切り  1010482

木造住宅の耐震診断と改修補助
建築指導課　☎639-9054

昭和56年５月31日以前に着工した
木造住宅の①耐震診断を受ける費用
と②耐震診断を済ませ、耐震改修す
る費用の一部に補助金を交付します。
 ①10戸②２戸
 ①2万7772円（自己負担額3085

円）②経費の５分の４（上限100万円）
 要件や申し込み方法など詳しくは、
同課へお問い合わせください。７月５
日㈮17時締め切り
診断：1001696 改修：1001698

成人のつどい実行委員
生涯学習課　☎639-9046
 edu.sgs@city.morioka.iwate.jp

来年１月に開催する「市成人のつどい」
の企画・運営を行う実行委員を募集し
ます。活動日は、７月から来年1月までの
火曜または水曜の18時半~20時半です。
 20人程度※市内在住の新成人（平
成11年４月２日～平成12年４月１日

生まれ）、または運営に参加したい人
同課に備え付け、または市公式ホ

ームページに掲載している応募用紙
に必要事項を記入し、〠020-8532
（住所不要）市役所生涯学習課へ郵
送または持参。メールでも受け付け
ます。６月28日㈮必着。持参は同日
17時まで　  1003285

遺跡の学び館サポーター
遺跡の学び館　☎635-6600

同館の行事や体験学習などの運営を
サポートする人を募集します。
 遺跡に興味がある人
 電話：随時受け付け

薮川体験農園の利用者
産業振興課　☎683-3852

６月から11月までの利用期間中、①
貸し農園と②そばオーナー農園の利
用者を募集します。②は育てたそば
の実を使ったそば打ち体験や試食、
そば粉付きです。※１区画50平方㍍   、
先着40区画
 ①3000円②5000円
 電話：６月４日㈫９時から
 1008209

施設の利用制限
市立総合プール　☎634-0450

６月１日㈯・２日㈰・９日㈰・18日㈫・
21日㈮～23日㈰は利用できません。

高齢世帯などへ寝具類の
クリーニングサービス
長寿社会課　☎603-8003

寝具類を業者が預かり、洗濯などを
して配達します。
募集期間：６月４日㈫～17日㈪
 15人※要介護３以上または認知

症による尿失禁がある高齢者、重度
の身体障がいがある人で、寝具類の
管理が困難な世帯
 担当ケアマネジャーまたは同課に、
電話か直接申し込み

家屋の全戸調査を実施
資産税課　☎613-8403

固定資産税を適正に課税するための
調査を６月から11月まで実施します。
身分証を携帯した調査員が、固定資
産税が課税されている家屋を外観か
ら確認します。 1000524

65歳以上世帯類型調査にご協力を
地域福祉課　☎626-7509

保健指導や避難支援などに活用する
ため、市内の65歳以上の人を対象に
民生委員・児童委員が６月から各家
庭を訪問します。　  1001096

経済センサス基礎調査を実施
企画調整課　☎613-8397

事業所の活動状況を明らかにし、各
種統計調査の基礎情報とするための
調査を６月から11月まで実施します。
調査員証を携帯した調査員が、市内
の全事業所を実地確認します。一部

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間納付相談
①６/４㈫・６㈭
　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 ６/５㈬・19㈬
13時半～16時

成年後見センターもりおか
（大通一、岩手教育会館４階）

同センター
☎626-6112※

リハビリ
相談会

６/７㈮
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

６/12㈬
10時～15時

全日本不動産協会県本部
（八幡町）

同協会県本部
☎625-5900※

補聴器相談
６/19㈬
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※

※要事前申し込み

表　募集する職種や受験資格など
職種 採用時期 人員 受験資格
薬剤師

10月
各１人

昭和58年４月２日以降生まれ
診療放射線技師 昭和57年４月２日以降生まれ

看護師 数人
昭和58年４月２日以降生まれ

看護師 来年４月 10人程度
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29年度3級問題14（正解は16ページに掲載）
　チャグチャグ馬コは平成８年（1996）、環境庁（現・環境省）の「残したい日本の
＿百選」に選ばれています。＿に入る言葉は何ですか。
①伝統風景　②道風景　③音風景　④初夏風景

　
も
り

けんに挑戦
！も

り

け に挑戦挑

広　告 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

 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

６/９
㈰

小坂内科消化器科クリニック永井19-258-1 605-6050
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
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
遠山病院 下ノ橋町６-14 651-2111
よしだクリニック 西仙北一丁目30-50 635-8341
柴田歯科医院 　 肴町５-５肴町中央ビル２階 651-6710 
永井中央薬局 永井19-253-１ 605-7050
ひまわり薬局 盛岡駅前通14-21 654-6019
下ノ橋薬局 下ノ橋町７-31 604-0234
ひばり薬局 西仙北一丁目30-51 635-9797

６/16
㈰

おおどおり鎌田内科クリニック大通二丁目７-23 606-5161
本間内科医院 上田二丁目20-13 622-5970
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
鈴木整形外科 本宮字石仏20-１ 658-0202
西島こどもクリニック 上田一丁目19-11 651-1369
内丸歯科クリニック 内丸17-30トーカンジェネ

ラス内丸１階 656-0900
大通よつば薬局 大通二丁目７-20 681-4091
ワカバ薬局 材木町６-15 622-3067
あかほろ薬局 西青山一丁目８-６ 646-4258
銀河薬局 本宮六丁目１-55 635-8911
あおば薬局桜小路店 上田一丁目20-１ 656-1250

※６月２日㈰の休日救急当番医・薬局は５月15日号に掲載しました

休日救急当番医・薬局
※往診はできません

の事業所には調査票を配布しますの
で、郵送などにより回答してください。
1026627

児童手当の更新をお忘れなく
子ども青少年課　☎613-8354

児童手当を受けている人は、6月に更
新手続きが必要です。送付している案
内のとおり、忘れず手続きをお願いし
ます。詳しくは、同課へお問い合わせ
ください。　 1002493

６月は かけ実践推進月間
くらしの安全課　☎603-8008

盛岡市は、無施錠による侵入・窃盗の
被害が全国に比べ高い割合です。自
宅の かけはもちろん、短時間でも
車や自転車の施錠を心掛け、大事な
財産を守りましょう。　 1001100

光化学オキシダントに注意
環境企画課　☎613-8419

春から夏にかけては、大気中の光化
学オキシダントの濃度が高くなり、目
や喉が痛むなどの症状が現れること
があります。県が注意報を発令したと

きは、不要な外出を控えるなど注意
しましょう。　  1010342

事業経営セミナー
市産業支援センター　☎606-6700

広告ディレクターを講師に、企業や
商品の魅力を伝える効果的なＰＲ方
法について学びます。
７月11日㈭18時半～

20時　  10人
ホームページ：６月４日㈫10時から

盛岡芸術祭美術展受賞者
盛岡芸術協会　☎623-9482

同芸術祭美術展の、各部門ごとの市
長賞、議長賞、会長賞の受賞者を市
公式ホームページに掲載しています
のでご覧ください。　  1026534

＜おわびと訂正＞
　５月15日号３ページに掲載した
「ゆるフィット運動クラス」（６～９
月開催）の場所に誤りがありました。
正しくは、見前南地区公民館（西見
前13）です。おわびして訂正します。
1022896

ゆかたのまち盛岡

ゆかたコンテスト
　　出場者募集
　ゆかたや着物姿で市内の協賛店を
利用すると、うれしいサービスが受け
られる「ゆかたのまち盛岡キャンペー
ン」。７月13日から始まる同キャンペー
ンに合わせて実施する「ゆかたコン
テスト」の出場者を募集します。

▶一般の部
 10組程度※浴衣が好きな個人ま

たはグループ
▶ミスの部
 10人程度※市内または近隣に住む、

40歳未満の健康で明朗な独身女性
で、「ゆかたのまち盛岡」のＰＲ活動に協
力できる人

■応募方法
　同課に備え付け、または市公式ホームペ
ージに掲載している応募用紙に必要事項
を記入し、〠020-8530（住所不要）市役
所経済企画課へ郵送。ファクス622-6211

ゆかた着付教室を開催
　今年の夏は一人で浴衣を着られるよう
になりませんか。盛岡さんさ踊りの前に、
無料の着付教室を開催します。
 ７月28日㈰、女性は10時～12時、男

性は13時～14時半
 各10人程度
 プラザおでって（中ノ橋通一）

経済企画課☎613-8389 1019709

７月13日㈯15時～16時半
ホットライン肴町アーケード内

　（北日本銀行肴町支店前）

でも受け付けます。いずれも定員を超えた
場合は抽選します。
▶ゆかたコンテスト：７月２日㈫必着
▶ゆかた着付け教室：７月22日㈪必着　

市は、貴重な水資源の有効利用と道路陥没などの二次災害を
防ぐため、年間を通じて市全域の漏水調査を実施しています。

晴れているのに道路がいつも濡れている、き
れいな水が側溝をいつも流れている―などの
場合、地下の水道管から漏水している可能性が
あります。水道管の漏水は、水のにごりや断水、
道路の陥没・凍結などの原因になるだけでなく、
大きな事故を引き起こす可能性もあります。漏
水が疑われたら、すぐに同課へご連絡ください。

調査員は「漏水調査員」の
腕章または身分証明書を
携帯しています。不審に感
じたときは証明書の提示
を求めるか、同課へお問
い合わせください

◆ 道路などで漏水を発見したら

漏水の調査・発見に協力を

◆ 漏水調査にご協力ください

腕
章

身
分
証
明
書

市上下水道局の職員と委託業者の調査員が、
調査のため宅地内まで立ち入る場合があります。
調査費用は無料で、建物内には入りません。調査
の結果、漏水が発見されたときは、早急に修繕
工事を行う必要があります。調査時に不在の際
は、郵便受けなどに「漏水のお知らせ」を投

とう

函
かん

し
ます。修繕工事について説明しますので、同課へ
至急連絡してください。なお、この調査で物品の
販売をすることはありません。

上下水道局
水道維持課
☎623-1411


