
募　集

■市の推計人口（８月１日現在）
29万2605人（男：13万8639人、女：15万3966人）
【対前月比】119人減　【世帯数】13万2856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

　10月14日㈪体育の日に、市の体育施設で、施設の
無料開放と各教室・体験会を開催します。各教室など
は下記のとおり。詳しくは、各施設またはスポーツ推
進課☎603-8013に問い合わせるか、市公式ホームペ
ージをご覧ください。　  1016435  

　10月
14日㈪

　体育の
日 スポーツを楽しむ秋にしよう！

体を動かそう！

　次の施設は当日無料開放します。このほかに松園テニスコート（西松園三）と渋民運動公園総合体育館（川崎字川崎）も無料開放します。
★は申し込み不要。当日会場へどうぞ。定員や費用の記載がないイベントは定員なし、参加無料です。

向中野（道明地区）の
保留地を売却

盛岡南整備課　☎639-9032
市は、土地区画整理事業で整備され
た保留地を２区画売却します。申し込
み方法や価格など詳しくは、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申請書
に必要事項を記入し、印鑑登録証明
書と身分証明書、世帯全員分の住民
票の写しを添えて〠020-8532（住
所不要）市役所盛岡南整備課へ郵送
または持参。郵送は９月30日㈪必着。
持参は同日17時まで　  1028309
▶説明会

 ９月25日㈬14時~15時※当日、
会場へどうぞ　  市役所都南分庁
舎１階101会議室（津志田14）

青少年問題協議会委員
子ども青少年課　☎613-8356

市は、次代を担う青少年の健全育成
に関する施策について意見を聞くた
め、委員を２人募集します。任期は11
月１日㈮から２年間です。

 11月１日現在で次の全てに該当す
る人①市内に引き続き１年以上住ん
でいる②平成11年11月１日以前生ま
れ③市のほかの審議会などの委員を
務めていない④平日の日中に開く年
２回程度の会議に出席できる

 同課や市役所本庁舎本館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-
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10月３
日㈭消印有効。持参は同日17時まで

 1028403

潜在保育士の保育体験
子育てあんしん課　

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

保育士資格があるが、現在保育所な
どで働いていない人（潜在保育士）の
仕事復帰をサポートします。

 保育体験：10月７日㈪~11日㈮の
連続する2日間、9時半～14時※事前
オリエンテーションがあります。詳し
くはお問い合せください

 市内の保育所　  200円　
 ファクス・メール・電話：９月24日

㈫必着。電話は同日17時まで　
 1024377

認知症サポート
ＳＯＳネットワークへ登録を

長寿社会課　☎613-8144
同ネットワークは、徘

は い

徊
か い

の心配があ
る人を事前に登録するシステムです。
登録者が行方不明になった場合など
に、警察や行政、地域包括支援セン
ターなどが連携し、早期発見につな
げます。

 登録対象：市内在住の徘徊が心
配な高齢者　

 市公式ホームページからダウンロー
ドした登録依頼書などに必要事項を
記載し、各警察署や同課に持参　

 1006417

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。

 ①10月８日㈫13時~15時②19日
㈯9時半～11時半

 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

都南中央第三地区土地区画整理
事業計画変更案の縦覧
盛岡南整備課　☎639-9032

同計画の変更案の縦覧を９月17日㈫
から10月1日㈫まで行います。この案
に意見のある土地所有者などは、９
月17日から10月15日㈫までの期間に、
県知事に対して意見書を提出できま
す。提出方法など詳しくは市公式ホー
ムページをご覧ください。

 縦覧場所：市役所都南分庁舎１階
同課（津志田14）　  1010181

地区計画変更原案の縦覧
都市計画課　☎639-9051

位置の名称変更による同計画の変更
原案の縦覧を９月24日㈫から10月８
日㈫まで行います。この原案に意見
のある土地所有者などは、９月24日
から10月15日㈫までの期間に、市長
に対して意見書を提出できます。提
出方法など詳しくは市公式ホームペ
ージをご覧ください。

 縦覧場所：市役所都南分庁舎２階
同課（津志田14）　

 対象地区：永井地区、三ツ割地区、
三本柳地区、芋田地区、渋民東地区

 1028295
▶説明会

 ９月24日㈫18時半~※当日、会
場へどうぞ　  都南公民館（永井24）

ゆぴあすの臨時休館
ゆぴあす　☎662-1414

設備点検などのため10月１日㈫から

11日㈮まで全館休館します。

差し押さえ物件の公売
納税課　☎613-8466

市が差し押さえた不動産や動産を
Y

ヤ フ ー

ahoo！官公庁オークションで公売
します。

 ▶せり売り：10月18日㈮13時～
20日㈰23時▶入札：10月18日㈮13
時～25日㈮13時　

 ９月26日㈭13時～10月11日㈮23時
 1010803

秋の全国交通安全運動
　くらしの安全課　☎603-8008

9月21日㈯から30日㈪までの期間、
「夕暮れの　早めのライトで　防ぐ
事故」をスローガンに、秋の全国交
通安全運動が行われます。また、30
日は「交通事故死ゼロを目指す日」
です。夕暮れ時や夜間外出時は、明
るい色の服や反射材用品を身に着け、
横断歩道を渡る際は、十分に安全確
認をしましょう。　  1001109

農作業事故に注意
農政課　☎613-8457

本年度のスローガンは「夕暮れ時　
もう少しと思う心に　ブレーキを」
です。秋の農繁期は、作業者の不注
意や農業機械の誤った操作による事
故が発生しやすい時期です。ゆとり
を持ち、安全な農作業を心掛けまし
ょう。　　  1008165

盛岡中央消防署防災フェア
盛岡中央消防署　☎626-7303

中央消防署を一般開放し、はしご車
や救急車の展示のほか、放水や綱渡
りなどの各種体験コーナーを楽しめ
る同フェアを開催します。

 ９月28日㈯・29日㈰、10時～15時
 盛岡中央消防署（盛岡駅西通一）

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

休日納付
相談

９/22㈰
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★

10/７㈪・21㈪
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★

10月の毎週水曜
10時～15時

岩手弁護士会
☎623-5005

全国一斉不動産
無料相談会

10/１㈫
10時～16時

アイーナ４階県民プラ
ザＢ（盛岡駅西通一）

全日本不動産協会
岩手県本部
☎625-5900

★要事前申し込み。相談希望日の前週（10月21日㈪分は10月15日㈫）の9時から受け付け

盛岡体育館
〠020-0066 上田三丁目17-60

☎652-8855

■ルーシーダットン教室
タイ式の健康体操で元気な体に！

 10月16日～11月27日、水曜、全
６回、10時半～12時

 20人※高校生を除く18歳以上
 4422円　  電話：９月18日㈬

10時から　  1026164

●盛岡体育館の利用制限
海外ナショナルチーム合宿受け入れな
どのため、同体育館は９月27日㈮（ト
レーニングルームは９月26日㈭）から

10月13日㈰まで使用できません。

 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、定員などは教室ごとに
異なります。詳しくは、お問い合せく
ださい。

 11月５日㈫～12月20日㈮
 電話：10月６日㈰、対象が16歳

以上の教室は14時から、親子とキッ
ズ、ジュニアは14時半から　
■水泳教室
①幼児水泳教室②一般水泳教室・水
中運動教室・アクアビクス教室。回数
や金額など詳しくは、お問い合わせ
ください。

 11月５日㈫～12⺼21日㈯
 ①30～40人※本年度に４～６歳

になる子②20～45人※18歳以上
 4000円～5600円
 窓口：随時※①土曜幼児教室のみ

10月６日㈰15時半から電話で受け付け
 1024226

ストレッチ教室
盛岡タカヤアリーナ　☎658-1212

セルフストレッチと手軽にできる筋力
トレーニング。

 10月３日～11月７日、木曜、全5
回、10時～12時　

 15人※20歳以上　
 3300円　
 電話：９月20日㈮10時から　
 1026160

市民体力測定会
都南体育館　☎637-2219

握力や上体起こし、長座体前屈など
で自分の体力を測定しませんか。

 10月６日㈰９時～12時
 都南体育館（津志田14）　
 50人※６歳以上
 電話：10月３日㈭17時まで
 1023242

体育の日イベント「東中野祭り」
テニスチャレンジいわて2020　

☎652-8778
初心者テニス練習会や広場でのお楽
しみゲームなど。

 10月６日㈰10時～15時
 東中野運動広場（東中野字立石）
 50人※小学生以上　  500円
 電話・窓口：９月20日㈮10時から

盛岡体育館（上田三）
 652-8855

障がい者スポーツ体験イベント
（車いすバスケット、ボッチャなど）★

 ９時～12時
ＢＯＣＡ（体重・筋肉量など）無料測定★

 10時～16時
各種体験教室など

 10時～11時ほか　
  お問い合せください
 電話・窓口：9月18日㈬9時～

総合プール（本宮五）
 634-0450

健康体操教室体験会★
 10時半～11時半　
 20人※50歳以上

アクアビクスなど各種体験会★
 10時～14時15分
 お問い合せください

盛岡タカヤアリーナ（本宮五）
 658-1212

卓球台無料開放★
 ９時～15時

卓球教室★
 10時～15時

ニュースポーツ体験会★
 10時～12時、13時～15時　

みちのくコカ・コーラボトリング
リンク（本宮五）　  601-5001
アイスショー★

 11時～11時半
ミニ運動会★

 12時～14時
カーリングイベント

 12時～17時　
 大会：30人、ドローショットコンテ

スト：50人※いずれもカーリング経
験者　  お問い合せください

 電話・窓口：9月30日㈪18時まで

市立武道館（住吉町）　
 654-6801

合気道など各種初心者教室★
 15時半～17時
 小学生以上の初心者

健康ヨガなど
 ９時～10時15分
  お問い合せください
 電話・窓口：9月18日㈬9時～

市弓道場（加賀野四）　
 623-8171

初心者弓道教室
 ９時～10時15分
 20人※小学６年生以上
 電話・窓口：9月18日㈬9時～

いわぎんスタジアム（永井８）
 632-3344

盛岡タグラグビーフェステイバル
 ９時～11時半

 100人※小学１年～中学３年生
 ファクス：必要事項を明記の上、市

ラグビーフットボール協会事務局ファ
クス613-3200へ。９月30日㈪必着

太田テニスコート（上太田穴口）
 658-0013

2019盛岡アーチェリーフェスティバル
 10時～13時
 小学５年生～70歳
 電話・窓口：9月18日㈬9時～

 窓口：当日開始15分前から
ファミリープール開放★

 10時～16時　
泳力検定会

 15時45分～18時半　
 窓口：9月30日㈪19時まで

綱取スポーツセンター（浅岸字綱取）
 651-9178　ファクス651-9178
 ファクス・電話：必要事項（①は

続柄と経験年数、②は経験年数）を
明記の上、同スポーツセンターへフ
ァクスまたは電話。10月7日㈪必着。
電話は同日21時まで
①家族ソフトテニス大会

 ８時～15時　  夫婦・親子・きょ
うだいのペア　  １組1000円
②初心者ソフトテニス教室

 ９時～12時　  小学生以上の初
心者～経験年数２年程度の人

同
教
室
の
様
子

すくすくキッズ体操体験教室の様子

防災フェアの様子


