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広　告 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

■市の推計人口（５月１日現在）
29万2837人（男：13万8740人、女：15万4097人）
【対前月比】481人増　【世帯数】13万2766世帯

 1019915　  企画調整課☎613-8397
もりおかインフォ マークの見方と詳しい申し込み方法は、

表紙をご覧ください

地域公共交通網形成計画案への
意見

交通政策課　
☎626-7519　ファクス622-6211

効率的な公共交通の運行と円滑に移
動できる交通環境づくりを目指すため、
同計画案への意見を募集します。同
計画案は、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：６月21日㈮~７月23日㈫
 任意の用紙に必要事項を記入し、〠

020-8530（住所不要）市役所交通政
策課へ郵送または持参。ファクスと市
公式ホームページの応募フォームから
も受け付けます。郵送は７月23日必着、
その他は同日17時まで　  1026696

立地適正化計画素案への意見
　　 　都市計画課　☎639-9051

人口減少や少子化、高齢化などに対
応したコンパクトで持続可能なまちづ
くりを推進するため、同素案の説明
会を開催し、意見を募集をします。同
素案は、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。

 1026596

▼ 説明会
表１のとおり。時間はいずれも18時半～
表１　日程と会場

期日 会場
6/20㈭ 上田公民館（上田四）
6/27㈭ 西部公民館（南青山町）
7/1㈪ プラザおでって（中ノ橋通一）
7/2㈫ 都南公民館（永井24）
7/3㈬ 渋民公民館（渋民字鶴塚）

▼意見募集
 受付期間：６月21日㈮～７月23日㈫
 同課などに備え付けの用紙に必要

事項を記入し、〠020-8532（住所不
要）市役所都市計画課へ郵送または
持参。市公式ホームページの応募フォ
ームからも受け付けます。郵送は７月
23日必着、その他は同日17時まで。

いわて盛岡シティマラソン
ランナー応援のイラスト

スポーツ推進課内、同マラソン実行委員会
　☎626-3111

同マラソンランナーを応援するイラス

トを募集します。詳しくは、大会公式
ホームページをご覧ください。

 受付期間：６月15日㈯~８月30日㈮
 小・中学生（１人１点）
 〠020-8530（住所不要）市役所

スポーツ推進課内、いわ
て盛岡シティマラソン実
行委員会へ郵送。８月30
日必着

子ども・子育て会議委員
子ども青少年課　☎613-8356

子ども・子育て支援に関する施策の
推進を図るため、委員を１人募集しま
す。条件や任期など詳しくは、市公
式ホームページをご覧ください。

 同課や各支所などに備え付けの用
紙に必要事項を記入し、〠020-0884
神明町3‐29市役所子ども青少年課
へ郵送または持参。郵送は６月28日
㈮消印有効、持参は同日17時まで

 1011728

盛岡国際俳句大会を楽しもう
文化国際室　☎626-7524

申し込み方法など詳しくは、同大会公
式ホームページをご覧ください。
■吟

ぎ ん

行
こ う

ツアー
市内を俳人目線で巡りませんか。

 ８月３日㈯13時～17時
 受付期間：６月18日㈫～７月16日㈫
 三ツ石神社（名須川町）など

■当日の投句と観覧
大会当日の投句参加者と観覧者を募
集します。

 ８月４日㈰10時～16時
 受付期間：6月18日㈫

～７月19日㈮
 アイーナ７階小田島組

☆ほ～る（盛岡駅西通一）

老人の意見発表大会での発表作品
長寿社会課　☎603-8003

11月８日㈮に市民文化ホール（盛岡
駅西通一）で開催する同大会で自分
の意見を発表してみませんか。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つ。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

 募集期間：６月21日㈮~９月10日㈫
 市内在住の60歳以上
 作品に題名と必要事項のほか、職

業も明記し、〠020-8530（住所不
要）市役所長寿社会課へ郵送または
持参。9月10日消印有効。持参は同日
17時半まで　  1006426

盛岡の魅力を発信する動画の
共同制作者

広聴広報課　☎613-8369
同動画の共同制作者を募集します。応募
条件や応募方法など詳しくは、市公式ホ
ームページをご覧ください。

 ７月12日㈮必着。持
参は同日17時まで

卸売市場開放デー
青果せり見学ツアー参加者

中央卸売市場　
☎614-1000　ファクス614-1020

普段は見ることができない青果せりの
様子や市場施設を見学しませんか。

 7月６日㈯6時半~９時
 35人　  550円（朝食代）
 はがき・ファクス：はがきは〠020-

8567（住所不要）中央卸売市場業務
課へ。６月28日㈮必着　  1017256

となん・かけはしの会の会員
都南歴史民俗資料館　☎638-7228

史跡巡りなど地域の歴史を探求する
会員を募集します。申し込み方法な
ど詳しくは、お問い合わせください。

 主に奇数月第２土曜、10時~12時
 1000円（年会費）　  1000855

技能功労者表彰の候補者
経済企画課　☎613-8298

市内の事業所で働く市民で優れた技能
を有する人や後進の指導・育成に寄与し
ている人など、市の産業の発展に功労
のあった人を表彰します。対象など詳し
くは市公式ホームページをご覧ください。

 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、市役所経済企画課へ持
参。９月４日㈬17時まで　  1008121

ＭＯＲＩＯ－Ｊメンバーズになろう
経済企画課　☎613-8389

加盟店やイベントなどで、ポイントを
貯めて使えるＭ

モ

ＯＲ
リ

ＩＯ
オ

－Ｊ
ジェイ

カード。
表２のイベント会場でメンバーズに登
録し、７~９月の各１カ月の間で、４回
以上同ポイントを使うか貯めると、翌
月300ポイント（各月１回まで）をプレ
ゼントします！　  1026777

表２　メンバーズ登録できるイベント
日時 イベント名

八幡ぽんぽこ市（八幡町） 6/16㈰11時～

よ市（材木町） 6/29・7/20・27、土
曜、15時10分～

ゆかたのまち盛岡
ゆかたコンテスト
（ホットライン肴町）

7/13㈯15時～

おでってステージサポーター
盛岡観光コンベンション協会　☎604-3300

プラザおでって（中ノ橋通一）で開催さ
れる各種催事の照明や音響などを手伝
うサポーターを募集します。申し込み方
法など詳しくは、お問い合わせください。

 ５人　  1026681

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。

 ①７月13日㈯9時半～11時半②７
月23日㈫13時~15時

 ①市勤労福祉会館（紺屋町）②プ
ラザおでって（中ノ橋通一）

 独身の子の結婚を望む親と同ボ
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

ライトを消して
地球温暖化について考えよう

環境企画課　☎626-3754
ライトダウンを実施します。明かりを
消して、未来の地球や自分たちの暮ら
しについて思いをはせてみませんか。

 実施日：6月22日㈯の夏至と7月7
日㈰のクールアース・デー、20時~22時

 1020178

少年指導員養成講座
中央公民館　

☎654-5366　ファクス653-3505
地域の子ども会の組織づくりや活動を
支援する少年指導員を目指しませんか。
開催日や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。

 ７月17日㈬～９月15日㈰、全13回
 肴町分庁舎（肴町）や河南公民館

（松尾町）など
 15人※20歳以上
 保険料や野外活動費など別途
 ７月10日㈬必着　  1026523

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、同
共済に加入しませんか。詳しくは、市
公式ホームページをご覧ください。

 共済期間：８月１日㈭から１年間
 １人400円
 指定金融機関での受け付けは9月

30日㈪まで　  1001119

工場等設置奨励制度
ものづくり推進課　☎626-7538

市内で工場などを新増設する場合や
新たに従業員を雇用する場合、支援
制度を活用できます。詳しくは、同課

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ
休日

納付相談
６/23㈰
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

★

７/８・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★

７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（７月22日㈪分は７月16日㈫）の９時から受け付け

までお問い合わせください。
 製造業や卸売業、貨物運送業、情

報サービス業など
 1008041

森林の伐採・開発には
手続きが必要です
林政課　☎626-7541

森林の伐採・開発には事前の届け出や
許可申請が必要です。

 保安林伐採・開発行為（1㌶を超
えるもの）：盛岡広域振興局森林保
全課☎629-6615
その他の伐採：同課または産業振興課
（玉山地域）☎683-3853

 1008275

情報公開と個人情報保護
総務課　☎626-7513

■情報公開：市は、市政をより理解し
てもらうため、情報公開制度を設け、
市役所本庁舎６階の情報公開室で
随時、開示請求や行政資料の閲覧な
どを受け付けています。

▼ 開示請求
請求書は、同室に備え付けているほ
か、市公式ホームページからもダウ
ンロードできます。郵送での請求も
受け付けます。

  1011577
▶文書目録の公開：市が作成した行
政文書の目録を市公式ホームページ
で公開。
  1020268
▶交際費と食糧費の公開：市長と議長
の交際費、市の食糧費の内容を公開。

 市長交際費：1008890、議長交
際費：1014672、食糧費：1011799
▶審議会などの会議の公開：市政に
ついて意見を聴く審議会などを公開。
会議録は同室で閲覧できます。

 1011635

■ 個人情報保護：市は、個人情報保
護条例を定め、個人情報を適正に管
理し、自分の個人情報を開示請求す
る権利などを保障。請求時に本人確
認が必要です。

1011825

寄付をいただきました

■東北公営企業㈱　柏眞
ま

喜
き

子
こ

代表取
締役
スケッチブック。地域への感謝の意と
太田小・太田東小の児童の健全育成
に資するため。
■㈱恵工業　菊地国

く に

明
あ き

代表取締役
安全防護柵一式。地域への貢献と仙
北地区活動センターの安全対策のた
めに。

　　　〈おわびと訂正〉
５月15日号２ページに掲載した
「元気はなまる筋力アップ教室」
の会場のうち、山岸老人福祉セ
ンターの住所に誤りがありました。
（正）下米内一　（誤）山岸四
おわびして訂正します。

自然の中で思い出づくり

■アウトドア・イン区界
　～夏の巻～

　閉
へ

伊
い

川の水源地を目指す沢登り
や兜

かぶと

明
みょう

神
じ ん

岳への登頂、テント泊など。
 ７月20日㈯９時半~21日㈰11時

45分
 同自然の家
 15家族※小・中学生と保護者
 １人3500円　  ７月５日㈮必着

■夏あそびつくし隊
    ～海と山 完全制覇～

　カヤックなど海でのスポーツ体験
や区界高原での冒険活動など。

 ７月27日㈯~29日㈪
 陸中海岸青年の家（山田町）と

同自然の家
 30人※小学４~６年生
 5500円　  ７月12日㈮必着

参加部門と参加料
参加部門 参加料

タイム
レース

①男性の部②女性の部③混合の部（男女ペア）
④親子の部（小学５年～中学生の子と保護者のペア）

各１艇
8000円

フリーレース（のんびり自由に下る） １艇
7000円

　盛岡・北上川ゴムボート川下り大
会の参加者を募集します。コースは
四十四田ダムから南大橋までの約11
㌔。急流をこぎ分けるスリルや、北上
川から望む緑豊かな自然と町並みを
満喫してみませんか。

 ７月28日㈰※６時に南大橋たもとの
河川敷に集合。９時から順次競技開始

 小学５年生以上の健康な２人１組

市制施行130周年記念事業
第43回盛岡・北上川ゴムボート川下り大会

イベントに参加して夏を満喫しよう！！

 はがき・ファクス・メール：必要事項と学校名・学年、区界高原少年自然の家
までの交通手段、アレルギーの有無を明記し、はがきは〠028-2631宮古市
区界2-111区界高原少年自然の家へ。ファクスは0193-77-2124、 メールは 
sizennoie@city.morioka.iwate.jpへ　  同少年自然の家☎0193-77-2048

 1000871

※小・中学生同士は不可。高校生以
下は保護者の同意が必要

 市役所本庁舎本館１階の窓口案内
所や各支所、市内スポーツ店などに備
え付けの応募要項を読み、お申し込
みください。７月５日㈮消印有効。詳
しくは、同大会公式ホームページをご
覧ください

 同大会運営事務局☎613-2542


