
募　集

■市の推計人口（７月１日現在）
29万2724人（男：13万8700人、女：15万4024人）
【対前月比】43人減　【世帯数】13万2864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
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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

　８月30日㈮～９月５日㈭は建築物防災
週間です。市は消防署と協力して、不特定
多数の人が利用する建築物への立ち入り査
察と防災指導を実施します。

 建築指導課☎639-9054　  1016380

建 築物防災週間

木造住宅やブロック塀の地震対策など
についての相談を受け付けます。

 期間中（土・日曜除く）9時~17時
 同課（都南分庁舎２階）

建
築
物
の

防
災
相
談
所

安全のため、非常口
の確認など、さまざま
なチェックをします

ご
相
談
く
だ
さ
い

花 壇作りのボランティア募集！

盛岡城跡公園ふれあい花壇開運橋花壇クラブ

　盛岡の玄関口・開運橋から見え
る北上川沿いの美しい花壇を一緒
に作り、盛岡を訪れる人を花でおも
てなしませんか。　

 ４月～11月の毎週土曜、６時～
７時※雨天の場合は翌日

 北上川左岸・開運橋上流の花壇
（開運橋通）

 ボランティア保険料が年間200
円※市外の人は年間350円

 公園みどり課内、市グリーンバン
ク事務局☎639-9057で受け付け

　一緒に花で盛岡を盛り上げる花壇作りのボランティアを随時募集して
います。電話で申し込みの上、都合がいい日にご参加ください。

　ハートの形を花で作るなど、趣
向を凝らした花壇です。同公園を
訪れた人の目を楽しませる花壇を
一緒に作りませんか。

 ４月～11月の毎週月・水・金曜、
９時半～11時半

 もりおか歴史文化館前の花壇
（内丸）

 緑の相談室☎681-0722で受
け付け

道明地区新産業等用地の
取得希望事業者

新産業拠点形成推進事務局　☎613-8341

ものづくりや研究開発などの新たな拠
点として整備する同用地の取得を希
望する事業者を募集します。募集区画
は７区画（約3600平方㍍：４区画、約
7000平方㍍：３区画）です。対象業種
など詳しくは、市公式ホームページを
ご覧ください。

 1028159

（仮称）新盛岡バスセンターに
入居するテナント事業者

㈱盛岡地域交流センター　☎656-0920
令和３年度に開業予定の同バスセン
ターに入居するテナント事業者を募集
します。入居条件や申し込み方法など
詳しくは、同交流センターに問い合わ
せるか盛岡バスセンター
プロジェクト公式ウェブ
サイトをご覧ください。

盛岡いのちの電話
ボランティア養成講座の受講生
盛岡いのちの電話　☎652-4162

さまざまな悩みに直面し、孤独の中にい
る人たちに手を差し伸べてみませんか。

 ９月14日～11月30日、土曜、全
10回、13時半～15時半

 県民会館（内丸）またはカトリッ
ク四ツ家教会（本町通二）

 40人※23歳以上
 １万円
 電話：９月７日㈯まで

市老人作品展の作品
市社会福祉協議会　☎651-1000

10月23日㈬・24日㈭に市総合福祉
センター（若園町）で開催される、同
作品展に出品する作品を募集します。
募集要件など詳しくは、同協議会へ
お問い合わせください。なお、作品は
未発表のものに限ります。

 搬入日時：10月21日㈪9時半～11時半
 市内在住の60歳以上
 無料※搬入返却費用は自己負担
 ９月13日㈮締め切り

声の広報ボランティア
広聴広報課　☎613-8369

「声の広報もりおか」は、目の不自由
な人のために広報もりおかの内容を
音声ＣＤ化したものです。収録や編集、
利用者へのＣＤ配布などをするボラン
ティアを随時募集しています。

 収録：毎月下旬に１回、18時～21時
 主に市役所本庁舎別館４階会議室

（内丸）

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。

 ①９月10日㈫13時~15時半②21
日㈯9時半～11時

 ①市勤労福祉会館（紺屋町）②プ
ラザおでって（中ノ橋一）

 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

盲ろう者向け通訳・ガイドヘルパー
養成講座の受講生
岩手盲ろう者友の会事務局

佐々木さん　☎090-6781-5054

視覚と聴覚の二つの障がいがある人
のコミュニケーション手段の違いや
介助方法を学びます。

 ９月15日～12月８日、おおむね日
曜、全10回、10時～15時半

 アイーナ４階（盛岡駅西通一）など
 20人　  テキスト代別途
 電話：８月25日㈰まで

お知らせ

指定管理者の
聞き取り審査を公開
資産経営課　☎603-8007

令和元年度に指定管理者を指定する
施設の聞き取り審査会を表１・２のと
おり公開します。傍聴の受け付けは
先着順です。傍聴を希望する場合は、
各担当課にお問い合わせください。

 指定期間：令和２年度から※指定
時期と期間は施設により異なります

 1011448

ＳＮＳ活用のノウハウを教えます
都市戦略室　☎613-8370

フェイスブックとインスタグラムをマ
ーケティングに活用する上で役立つ、
基本情報やノウハウなどを分かりやす
く解説するセミナーを開催します。申
し込み方法など詳しくは、同セミナー
の特設ホームページをご覧ください。

 ９月４日㈬10時～13時
 盛岡劇場（松尾町）
 個人事業主や中小企

業の広報担当者など

統合失調症の家族講座
保健予防課　☎603-8309

統合失調症患者の家族を対象に表３
のとおり講座を開催します。

 市保健所（神明町）

 統合失調症の人を支えている家族
 電話：8月26日㈪10時から先着

順※9月７日㈯のみの場合は不要

ひきこもりに必要な支援は
何だろう？

保健予防課　☎603-8309
■公開講演会
そらをみた会の阿部直

なお

樹
き

代表による「ひ
きこもりに必要な支援」と題した講演。

 ９月４日㈬13時半～15時
 勤労福祉会館（紺屋町）　
 80人　  電話：８月20日㈫10時から
■ほんわか家族教室
ロールプレイや話し合いなどで、ひき
こもり家族との接し方を学びます。開
催場所や申込方法など詳しくは、同課
にお問い合わせください。

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

休日納付
相談

８/25㈰
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★

９/２㈪・９㈪
10時～15時 広聴広報課

（市役所本庁舎別
館６階）

広聴広報課の
予約専用ダイヤル
☎626-7557

無料
法律相談★

９/４・11・18・25
水曜、10時～15時

岩手弁護士会
☎623-5005

高齢者なんでも相談
シルバー110番

月～金曜、９時～17時
※祝日と年末年始を除く

県高齢者総合支援
センター
（本町通三）

相談専用ダイヤル
☎0120-84-8584

多重債務相談◆ 月～金曜、８時半～16時半
※祝日と年末年始を除く

盛岡合同庁舎
（内丸）

盛岡財務事務所
☎622-1637

表示登記
無料相談

毎月第３水曜
10時～16時

カワトク８階
（菜園一）

県土地家屋調査士
会　☎622-1276

★要事前申し込み。相談希望日の前週から受け付け　◆要事前申し込み

表１　公募により指定する施設の指定管理者聞き取り審査会の日程など
期日・場所 施設名（所在地） 担当課

８/27㈫
市総合福祉センター（若園町） 都南体育館（津志田14） スポーツ推進課

☎603-8006
９/２㈪
都南分庁舎４階大会議室南
（津志田14）

盛岡ふれあい覆馬場プラザ
（青山二）

景観政策課
☎601-5541

９/５㈭
都南分庁舎４階大会議室北 見前南地区公民館（西見前13） 生涯学習課

☎639-9046
９/10㈫
都南分庁舎３階研修室 岩手公園（内丸） 公園みどり課

☎639-9057
９/17㈫
本庁舎別館４階401会議室
（内丸）

みたけ老人福祉センター（みたけ三）
長寿社会課
☎603-8003愛宕山老人福祉センター※令和２年４

月から中央公民館内（愛宕町）に移転
９/18㈬
本庁舎別館４階401会議室

永井地域交流活性化センター
（永井23）

市民協働推進課
☎626-7500

９/18㈬
玉山総合事務所２階201会議室 サクラパーク姫神（日戸字姥懐） 産業振興課

☎683-3852

表２　非公募により指定する施設の指定管理者聞き取り審査会の日程など
期日・場所 施設名（所在地） 担当課

８/21㈬
肴町分庁舎４階会議室（肴町） 川目生活改善センター（川目10） 農政課

☎626-7540

８/28㈬
玉山総合事務所３階301会
議室（渋民字泉田）

大台地区コミュニティセンター
（好摩字新田）
小袋地区コミュニティセンター
（好摩字夏間木）

玉山総合事務所
総務課

☎683-2116

９/４㈬
市産学官連携研究センター
会議室（上田四）

市産学官連携研究センター
（上田四）

ものづくり推進課
☎626-7551

９/13㈮
本庁舎別館４階401会議室
（内丸）

簗川老人福祉センター（川目10）
川目児童センター簗川分室（川目10）
飯岡児童センター（下飯岡11）

子ども青少年課
☎613-8356

 10月16日㈬・12月11日㈬・来年
２月19日㈬、13時半～15時半

 1028167

成人のつどい
生涯学習課　☎639-9046

来年１月12日㈰に盛岡タカヤアリーナ
（本宮五）で成人のつどいを開催します。

 平成11年４月2日～平成12年４月
1日生まれの人

 11月中旬に送る入場券を当日持参
※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、電話番号を記
入し、〠020-8532（住所不要）市役
所生涯学習課へ郵送。12月20日㈮
必着

 1003281

電気柵で農作物を守ろう
農政課　☎613-8457

鳥獣による農作物被害を防止する電
気柵の設置経費の一部を補助します。

 市内で農業を営んでいる人※家庭
菜園などは含みません

 経費の３分の１以内（上限は10万
円）※予算がなくなり次第終了

 1019526

狩猟免許を取得しよう
農政課　☎613-8457

新たな狩猟者の発掘・育成を促進す
るため、狩猟免許取得にかかる経費

の一部を補助します。
 市内在住で、今後狩猟者として盛

岡猟友会に加入することが見込まれ
る人※自己の所有する農地などで農
作物を自衛するため、わな猟免許を
取得する人の入会は任意です

 経費の２分の１以内（上限は5200
円）※予算がなくなり次第終了

 1019525

いわて就職マッチングフェア
ふるさといわて定住財団　☎653-8976

県内に就業場所がある企業・団体と
の面談や移住・定住の相談など。当
日、会場へどうぞ。

 ９月７日㈯13時～16時半
 アピオ（滝沢市)
 1028146

出前講座で犯罪を未然防止！
盛岡財務事務所　☎625-3353

金融犯罪を未然に防ぐため、出前講
座を無料で開催しています。振り込
め詐欺などの手口や対策を分かりや
すく説明します。詳しくは、同事務所
へお問い合わせください。

寄付をいただきました

■東北銀行従業員組合　
　小野寺賢

さとし

執行委員長
図書カード32万円。次代を担う都南
地区の小学校８校の児童の情操教育
に資するため。

表３　統合失調症の家族講座の開催日時など
日時 定員 内容

９/７㈯
13時半～15時半 なし 未来の風せいわ病院の田嶋宣行院長による「統合失調症を理

解しよう～症状・治療・再発防止について」と題した公開講座
９/11㈬
13時半～15時半 各

30人

「回復力を高める家族のコミュニケーション」と題した講
話と事例への対処方法の演習

９/24㈫
13時半～16時10分

のびやか丸の松永和代サービス管理責任者による「社会参加に向
けて～暮らしに役立つ社会資源～」と題した講話と家族交流会

　８月１日号12ページに掲載した８月25日㈰執行の市長・市議会
議員選挙と、９月8日㈰執行の県知事・県議会議員選挙について、
イオンモール盛岡南（本宮七）に開設する期日前投票の会場に表の
とおり変更があります。　  選挙管理委員会事務局☎626-7582

イオンモール盛岡南内での期日前投票会場の変更

表　イオンモール盛岡南の期日前投票の会場
変更前 変更後

専門店街１階 ミスタードーナツ前 専門店街１階  無印良品前


