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け に挑戦挑 29年度3級問題⓱（正解は12ページに掲載）
　盛岡市の木は何ですか。
　①カツラ　②ハンノキ　③ナンブアカマツ　④キリもりおかインフォ

 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

広報もりおか １. ９. １ 1110 広報もりおか １. ９. １

違反貼り紙除去ボランティア
　景観政策課　☎601-5541

電柱や街灯柱、街路樹など、禁止さ
れた物件に貼られている貼り紙を除
去するボランティアを募集します。

 20歳以上で、市内在住または在
勤の2人以上の団体

 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申請
書に必要事項を記入し、〠020-8532
（住所不要）市役所景観政策課へ郵
送または持参　  1010263

もりおか市場まつり
フリーマーケット出店者

中央卸売市場業務課　☎614-1000
10月13日㈰に開催する同まつりのフ
リーマーケットへの出店者を募集し
ます。内容など詳しくは、同課へお
問い合わせください。

 35区画※出店者１組につき１区画
 1000円
 往復はがき：必要事項のほか、出

店品目を記入し、〠020-8567（住
所不要）中央卸売市場業務課へ郵送。
9月11日㈬必着。※募集区画数を超
えた場合は抽選

金婚慶祝会の参加者
長寿社会課内、金婚慶祝会実行委員会

☎603-8003

結婚して50年を迎える夫婦を祝う金
婚慶祝会の参加者を募集します。人
生を共にしてきた2人の記念にどうぞ。

 11月20日㈬10時～13時
 盛岡グランドホテル（愛宕下）
 昭和44年1月1日～12月31日の間

に結婚した夫婦と昨年やむを得ず欠
席した夫婦　  1組6000円

 ①地域の老人クラブ会長②市役
所本庁舎本館5階の長寿社会課③は
がき―のいずれかで申し込み。10
月11日㈮必着。②の場合は同日17時
半まで※電話やファクスでの申し込
みはできません
※はがきで申し込む場合
▶参加の場合：夫婦の住所と名前・ふ
りがな、生年月日、結婚年月日、電話

 電話・ファクス：①９月５日㈭17時
まで②11月１日㈮17時まで
■介護の職場見学バスツアー 

 ①９月30日㈪12時半～16時半②
11月26日㈫11時45分～16時半

 ふれあいランド岩手（三本柳８）
 各20人※高校生を除く
 電話・ファクス：①９月20日㈮17

時まで②11月16日㈯17時まで

租税フォーラム「みんなで考えよう！
高齢化時代と税」

東北税理士会　☎022-293-0503
ファクス 022-293-6731

IBC岩手放送の大塚富
と み

夫
お

アナウンサ
ーや税理士による講演、税理士との
無料相談会など。

 11月17日㈰　  ホテルメトロポリタ
ン盛岡N

ニ ュ ー

EW W
ウ ィ ン グ

ING（盛岡駅前北通）
 150人※無料相談会は30人
 電話・ファクス：10月31日㈭まで。詳しく

は、県税理士会館（大沢川原三）や盛岡税
務署（本町通三）などに備え付
けのチラシや東北税理士会公
式ホームページをご覧ください

番号、車いす使用の有無を記入し、〠
020-8530（住所不要）市役所長寿
社会課内、金婚慶祝会実行委員会へ
郵送。また、当日配布する資料に「結
婚50年を迎えて一言」（短歌や川柳
も可）を掲載したい人は、その一言を
添えてください（名前を伏せたい場
合はその旨も明記）
▶欠席で記念品（無料）のみを希望
する場合：上記に加え、「欠席・記念
品希望」と記入してください。後日、
指定した窓口でお渡しします

 1006420

おでって市民企画
市観光文化交流センター　☎621-8800

芸術文化の振興と街のにぎわいに貢
献する斬新でユニークな企画に支援
を行います。

 12月１日㈰から来年３月31日㈫ま
でに実施する企画

 ９月２日㈪から10月31日㈭まで。
詳しくは、同センターへお問い合わ
せください　  1028192

排水設備の無料点検
給排水課　☎623-1426

公共下水道や農業集落排水施設の利
用者が住む建物などの排水設備の点
検を行います。内容など詳しくは、同
課へお問い合わせください。

 9月10日㈫～17日㈫　  20件
 電話：9月９日㈪17時まで

保育士カフェ
子育てあんしん課

☎613-8347　ファクス 652-3424
 kosodateansin@city.morioka.iwate.jp

再就職に向けて不安なことを、一緒
に話してみませんか。

 ９月27日㈮10時~11時半

 都南公民館（永井24）
 保育士資格があるが、現在保育所

などで働いていない人
 電話・ファクス・メール：９月24日

㈫17時まで　  1022480

もりおか健康フェスタ
　健康増進課　☎603-8305

体験コーナーのほか、①イオンモー
ルウオーキング②薬剤師による講演
会③医師による講演会「肺がんのこ
とならタバコ屋のせがれに聞け～肺
がん患者4000人の尊い教え～」など。

 ９月27日㈮①10時～11時②11時15
分～12時15分③13時半～14時45分

 イオンモール盛岡（前潟四）
 ①25人②50人③80人
 電話：９月４日㈬10時から

産業支援センターセミナー
市産業支援センター　☎606-6700

起業家として押さえておきたい、ＩＴ
の導入や活用について学びます。

 10月15日㈫18時半～20時
 市産業支援センター（大通三）
 10人※起業家や起業予定の人、

経営者など
 同センターのホームペ

ージ：９月４日㈬10時から

盛岡文士劇公演
チケット一般販売

盛岡劇場　☎622-2258
「恋はトライ&トライ」「口上」「牡

ぼ

丹
た ん

燈
と う

籠
ろ う

」の３演目。
 11月30日㈯・12月１日㈰、両日と

も13時～と17時半～　  各3000円
 同劇場のほか、市内プレイガイド

やローソンチケットで10月３日㈭か
らチケットを販売

 1024169

スポーツ栄養学の基礎知識
市体育協会　☎ 652-7600

ファクス 652-7557
 k-satomi12@morioka-taikyo.or.jp

スポーツに取り組む子どものための
栄養学講座を行います。

 ９月11日㈬19時～20時半
 総合プール（本宮五）　  20人
 大学生以下500円、一般1000円
 ファクス・メール：９月８日㈰まで

施設の利用制限
市立総合プール　☎634-0450

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：９月１日㈰・７日
㈯は利用できません。
■みちのくコカ・コーラボトリングリ
ンク：９月11日㈬・12日㈭・21日㈯～
23日㈪は利用できません。

名称と住所が変わります
市体育協会　☎652-7600

10月１日㈫から、市体育協会の名称な
どが次のとおり変更されます
▶名称：公益財団法人盛岡市スポー
ツ協会▶所在地：〠020-0866本宮
五丁目４-１（盛岡タカヤアリーナ内）
▶電話番号：601-5700▶ファクス：
658-1214▶メール：jimukyoku@
morioka-sport.or.jp　  1028248

し尿などのくみ取り料金の改定
廃棄物対策課　☎626-3755

盛岡北部行政事務組合　☎0195-74-2724
消費税の引き上げに伴い、し尿・浄化
槽汚泥のくみ取り料金が10月から表の
とおり変更になります。　  1021639

就学時健康診断を忘れずに
　　学校教育課　☎639-9045

来春に小学校へ入学する児童を対象
に、健康診断を行います。9月中旬に
該当者がいる家庭へ案内を送ります。

  ▶盛岡・都南地域：10月中、各小学
校▶玉山地域：10月２日㈬13時半～15時
半、玉山総合福祉センター（渋民字泉田）

宝くじ助成で活動備品を整備
市民協働推進課　☎626-7535

宝くじの社会貢献広報事業によるコ
ミュニティ助成で、稲荷町内会が会
議用テーブルやパイプ椅子、音響機

表　し尿・浄化槽汚泥のくみ取り料金
地域 １回のくみ取り量 10月１日から

盛岡
180㍑未満 1484円

180㍑以上 10㍑につき
82.5円

都南
180㍑未満 1326円

180㍑以上 10㍑につき
73.7円

玉山
300㍑未満 1676円

300㍑以上 10㍑につき
58円

器などを整備しました。

緑の募金にご協力を
林政課　☎626-7541

市役所本館1階の窓口案内所に振込用
紙を用意します。ご協力をお願いします。
※春季の募金額は576万4788円で
した。ご協力ありがとうございました

 ９月1日㈰～10月31日㈭
 1008281

潜在保育士への支援研修会
県保育士・保育所支援センター

　☎637-4544　ファクス 637-9612

保育士としての仕事復帰に向けて、
保育園の現状や子育て支援制度につ
いて勉強してみませんか。

 ９月12日㈭９時半～12時
 ふれあいランド岩手（三本柳８）
 40人　  電話・ファクス：９月９

日㈪17時まで

介護の職場で働こう！
県福祉人材センター

☎601-7061　ファクス 637-9612

就労に向けて介護職の魅力を知るイ
ベントを開催します。
■小規模介護事業所の合同面談会

 ９月11日㈬13時～16時
 岩手保健医療大（盛岡駅西通一）

■介護入門研修
 ①９月12日㈭・17日㈫・24日㈫②11月８

日～22日、金曜、いずれも９時～17時、全３
回　  ふれあいランド岩手（三本柳８）

 各10人※介護の仕事未経験の人

同慶祝会の様子

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

9/８
㈰

川久保病院 津志田26-30-１ 635-1305
おおひら内科・循環器科クリニック 梨木町２-２ 606-3765
むろおか骨粗鬆症・整形外科
クリニック

菜園一丁目11-１エス
ビル菜園４階 613-2760

川久保病院 津志田26-30-１ 635-1305
高山歯科医院 茶畑一丁目１-６グリー

ンビレッジ盛岡C棟２階 651-8241
オーロラ薬局 南仙北三丁目２-30 635-1233
ぺんぎん薬局 梨木町２-14 652-3345
そうごう薬局盛岡中央通西店 中央通三丁目16-15 681-7101

9/15
㈰

盛岡南病院 津志田13-18-４ 638-2020
かねこ内科クリニック 月が丘一丁目１-63 647-3333
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
ヒロバランスクリニック 松園二丁目37-10 664-6037
西島こどもクリニック 上田一丁目19-11 651-1369
田中歯科医院 上堂一丁目16-27 645-2821
あまいろ薬局 仙北二丁目１-20 613-7005
みつばち薬局 月が丘一丁目１-63 647-3888
マリーン薬局 松園二丁目37-８ 664-0566
あおば薬局桜小路店 上田一丁目20-１ 656-1250

9/16
㈪

盛岡友愛病院 永井12-10 638-2222
藤島内科医院 愛宕町４-18 622-4453
渋民中央病院 渋民字大前田53-２ 683-2336
たかしクリニック 東仙北一丁目３-７ 635-5110
臼井循環器呼吸器内科・小児科 松園二丁目２-10 662-9845
高橋衛歯科医院 北天昌寺町７-10 645-6969
かつら薬局 永井13-17-３ 614-2061
あたご薬局 愛宕町２-38 621-8411
エメラルド薬局仙北店 東仙北一丁目３-48 656-5331
のぞみ薬局 松園二丁目３-３ 662-7733

※9月１日㈰の休日救急当番医・薬局は、８月15日号に掲載しています

＜おわびと訂正＞
　８月１日号12ページに掲載した、県
知事・県議会議員選挙に関する記事
に一部誤り・説明漏れがありました。
盛岡市で投票ができる人は、正しくは
「６月１日までに転入届を出した人」
です。また、５月30日以降に転入届を
出した人が期日前投票できるのは、９
月１日からです。おわびして訂正します。

　豊かな森を育てるための植樹活動
や、身近な自然である森林に親しむ
木
も く

育
い く

イベントを行います。
 ９月28日㈯10時～14時
 外山森林公園（薮川字大の平）※

当日は公園内の食堂は営業しませ
ん。上の橋観光バス専用駐車場と都
南総合支所、玉山総合事務所から予
約制の無料送迎バスを運行します
▶ツツジとシラカバの植樹
　国道沿いの山林を彩る木を植えま
す。参加者には特製きのこ汁と、地域材
のオリジナルコースターを贈呈します。

 200人※応募多数の場合は抽選
 電話・メール：メールは住所、名

前・ふりがな、年齢、性別、電話番
号、バス利用の有無と乗車場所を明
記。９月13日㈮まで

盛岡市民植樹祭  林政課☎626-7541　  1026945
 rinsei@city.morioka.iwate.jp

▶森のめぐみフェスティバル
　インストラクターと一緒に木のお
もちゃで遊ぶ木育ひろばや林業用の
大型機械の展示、きのこの販売など。

過去の植樹祭の様子

木と触れ合う木育ひろば（イメージ）

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間
納付相談

①９/10㈫・12日㈭
　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）
　と健康保健課（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

９/９㈪・30日㈪
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★

空き家の
処分・不動産
無料相談

９/11 ㈬
10 時～ 15 時

全日本不動産協会県本部
（八幡町）

同県本部
☎625-5900★

リハビリ
相談会

９/13㈮
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★

補聴器相談
９/18㈬
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

募　集

お知らせ


