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け に挑戦挑 　29年度3級問題⓴（正解は16ページに掲載）
　　石川啄木が「石馬」と詠んで愛したことでも知られる、愛嬌ある一対

の狛犬がいるのはどこですか。
　①盛岡八幡宮　②大宮神社　③三ツ石神社　④盛岡天満宮

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. 12. １ 1312 広報もりおか １. 12. １

地域づくり」をスローガンに、今年も
歳末たすけあい募金運動が行われま
す。お預かりした募金は生活困難世
帯や福祉作業所などに贈られます。

 12月１日㈰～12月28日㈯

国道４号に関する
アンケートにご協力を

岩手河川国道事務所　☎624-3196
国道４号（盛岡南地区）の道路計画
検討のため、市南部にお住まいの人
にアンケート用紙を郵送しています。
それ以外の地域の人は、同事務所や
県庁、市役所などに備え付けの用紙
や同事務所のホームペー
ジから回答できます。

 回答期限：12月20日㈮

寄付をいただきました

■㈱岩手ファーム（中村徹
とおる

代表取締
役社長）440万円　
㈲ケイアイファウム（渡邊和

か ず

宏
ひ ろ

代表取
締役）100万円
㈱十文字チキンカンパニー（十文字保

や す

雄
お

代表取締役社長）200万円
東日本マジックパール㈱（東野光

み つ

男
お

代表取締役社長）60万円
地域の農林業振興のために。

地域活動の紹介ポスター
市民協働推進課　☎ 626-7535

公益的な活動を広く市民に紹介する
ポスターを募集します。ポスターはポ
スター展で展示するほか、市公式ホー
ムページに掲載する場合があります。

 市内で公益的な活動を行う団体
 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、
同課に提出。12月２日㈪から12月25
日㈬17時まで
▶ポスター展

 来年１月17日㈮～２月28日㈮※
巡回で展示

 市民協働推進センター（河南、都
南、西部、上田、渋民の各公民館）と
市役所本庁舎本館１階

 1021379

盛岡市ＩＣＴ利活用推進指針（案）
に対する意見

情報企画課
☎626-7514　ファクス622-6211

情報通信技術を災害対応や行政サー
ビスなど、各分野で活用するための
同指針案への意見を募集します。指
針案は同課や各支所などに備え付け
るほか、市公式ホームページにも掲
載します。

 任意の用紙に住所と名前、意見を
記入し、〠020-8530（住所不要）市
役所情報企画課へ郵送または持参。
ファクスでも受け付けます。郵送は
12月12日㈭必着、その他は同日17時
まで　  1028988

盛岡広域成年後見センター受託者
長寿社会課　☎613-8144

成年後見制度に関する相談業務や後
見人を支援する同センターの受託者
を募集します。

 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、〠020-
8530（住所不要）市役所長寿社会
課へ郵送または持参。郵送は来年１
月７日㈫必着、持参は同日17時まで

 1029003

「起業家塾＠もりおか」受講生
立地創業支援室

☎626-7551　ファクス604-1717

事業立ち上げの手順などを学ぶ、起
業のための入門講座を開催します。

 来年１月15日㈬～２月20日㈭、
主に木曜、全６回、18時半～20時半

 市産業支援センター（大通三）
 盛岡市、滝沢市、矢巾町、紫波町

に在住または勤務先があり、起業に
関心がある人　  3000円

 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、
〠020-8530（住所不要）市役所立
地創業支援室へ郵送またはファクス。
郵送は12月20日㈮必着、ファクスは
同日17時まで　  1017559

環境パネル展
環境企画課　☎626-3754

12月の地球温暖化防止月間にちな
んだパネル展を開催します。

 12月２日㈪～９日㈪
 市役所本庁舎本館１階（内丸）
 1024752

高齢者虐待防止市民講座
長寿社会課　☎603-8003

虐待防止の基本と、認知症の症状と
上手に付き合うコツについての講演。

 12月12日㈭13時半~15時半
 プラザおでって（中ノ橋通一）
 1029128

入札参加資格申請に係る説明会
契約検査課

☎626-7516　ファクス622-6211

市と市上下水道局の入札参加資格申
請についての説明会を実施します。

 12月25日㈬、入れ替え制で14時
～15時半と16時～17時半

 市民文化ホール大ホール（盛岡駅
西通二）

 各事業者２人まで※既に市営建
設工事、建設関連業務委託に登録さ
れている人を除く、登録を希望する人

 応募フォーム・ファクス：12月20
日㈮15時まで　  1029002

成人のつどい入場券について
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）で開催する成人のつど
いに参加するには入場券が必要です。
市内に住民登録があるのに入場券が
届いていない人、市外在住で参加を
希望する人は同課にお問い合わせく
ださい。　  1003281

非正規で働く独身女性のライフプラン
もりおか女性センター　☎604-3303

働く人の権利を守る法律や制度と、
介護による離職について考えます。

 来年１月18日㈯・25日㈯、全２回、
13時~16時

 もりおか女性センター（中ノ橋通一）
 10人※非正規で働く独

身女性　  電話・応募フォ
ーム：12月４日㈬10時から

屋外広告物講習会
景観政策課　☎601-5541

屋外広告業を営もうとする人や従事
する人に向けた講習会。

 来年１月27日㈪９時半~16時10
分と28日㈫10時~16時、全２回

 市役所都南分庁舎４階大会議室
（津志田14）　  40人　  4000
円※市収入証紙を申請書に貼り付け

 12月９日㈪９時から。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。郵送は１月８日㈬必着、持参は
同日17時まで　  1021711

市有地を売却
管財課　☎613-8340

表の物件を入札により売却します。売
却条件、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。

 入札日時：来年２月３日㈪９時から
 市役所本庁舎本館８階（内丸）
 1008682

誰もが活躍できる職場づくり
推進フォーラム2020

男女共同参画推進室　☎626-7525
多様な人材を生かす経営に関する講演
と働き方改革モデル企業報告会、コミ
ュニケーション、ＬＧＢＴについての分
科会。事前申し込みが必要です。詳しく
は、市公式ホームページをご覧ください。

 来年２月４日㈫13時半～16時50分
 プラザおでって（中ノ橋通一）
 12月５日㈭９時から　  1024266

ウォームビズで冬を快適に
環境企画課　☎626-3754

地球温暖化対策のため、寒い時は１
枚多く着込むなど無理のない範囲で
暖房の使用を減らしましょう。市役
所や各施設の室内温度は、19度を目
安に管理しています。

 実施期間：来年３月31日㈫まで
 1024815

油漏れに気を付けて
環境企画課　☎626-8419

冬はホームタンクからの灯油漏れに
より、河川などの水質汚濁事故が多
発します。タンクの配管を確認し、給
油中はその場を離れないようにしま
しょう。油漏れ事故や河川に油膜な
どがあったときは同課または盛岡消
防本部☎622-0119へ連絡してくだ
さい。　  1010343

し尿のくみ取りはお早めに
廃棄物対策課　☎626-3755

年末は依頼が集中するため、希望す
る日時にくみ取りができない場合が
あります。早めに業者にお申し込み
ください。　  1001561

スポーツ講演会
市スポーツ協会　☎601-5700

釜石シーウェイブスＲＦＣの高橋善
よ し

幸
ゆ き

シニアアドバイザーによる「岩手とラグ
ビー、その先に向けて」と題した講演会。

 12月８日㈰16時～17時

 盛岡グランドホテル（愛宕下）
 1024521

「美食王国もりおか」ウェブサイトが
パワーアップ

「美食王国もりおか」ファンクラブ事務局
（トラベル・リンク㈱内）　☎658-8644

盛岡の食と農を楽しめる企画やこれ
までのイベントレポート、
盛岡産食材や地産地消店
の紹介など、さらに充実し
た情報をお届けします。

 ファンクラブへの入会
は同サイトで受け付け中
（会費無料）

小規模介護事業所による
合同就職面談会
県福祉人材センター

☎601-7062　ファクス637-9612

 12月17日㈫17時～19時
 ふれあいランド岩手（三本柳８）
 介護の仕事に関心のある人
 電話・ファクス：12月16日㈪まで

12月は歳末たすけあい運動
市社会福祉協議会内、市共同募金委員会

☎651-1000

「つながり　ささえあう　みんなの

表　売却する市有地の所在地など
所在地 面積 備考

向中野七丁目18-２ 7212.38平方㍍ 306街区流通施設用地

繫字舘市86-10 土地：660.00平方㍍
建物：247.08 平方㍍

建物（旧盛岡西消防署繫出張
所）付き物件

■入院が必要と思われる場合と初期救急医療機関が診療
　していない時間は、「２次救急医療機関」へ
　▶各病院で、その日の当直診療科が異なります。事前に各医
　　療機関に問い合わせるか、市医師会のホームページをご覧
　　ください※受診の際は、医療費とは別に定額負担料金が必
　　要になる場合があります

診療時間外に具合が悪くなったら

■症状が比較的軽い場合は、「初期救急医療機関」へ
名称 所在地・電話番号 受付時間 診療科目

市夜間急患
診療所

神明町３-29
（市保健所２階）

☎654-1080
19時～23時
※年中無休 内科・小児科

内丸メディカル
センター

内丸19-１
☎613-6111

17時～21時
※平日のみ 内科・外科

市立病院 本宮五丁目15-１
☎635-0101

平日 17時15分～23時 内科・外科★土・日曜、祝日 ８時半～23時
休日救急

当番医
下記の休日救急当番

医・薬局のとおり
９時～17時　　　　
※歯科は15時まで　
※薬局は17時半まで

内科・外科
小児科・歯科

薬局
★ 勤務の都合により内科医師のみとなる時があります。事前に市立病院へお問い合
　わせください

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

日 区分 名称 所在地 電話番号

12/１
㈰

小坂内科消化器科クリニック 永井19-258-１ 605-6050
中島内科クリニック 月が丘二丁目８-30 646-1903
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
くわた脳神経外科クリニック 北飯岡一丁目２-68 656-5636
吉田小児科 梨木町２-13 652-1861
みきデンタルクリニック 中央通一丁目11-16 622-4238
永井中央薬局 永井19-253-１ 605-7050
こずかた薬局 上田一丁目７-17 654-7722
本宮センター薬局 北飯岡一丁目２-71 656-5867
ぺんぎん薬局 梨木町２-14 652-3345

12/８
㈰

おおどおり鎌田内科クリニック 大通二丁目７-23 606-5161
あべ内科・消化器科クリニック 長橋町17-45 605-5311
池田外科・消化器内科医院 境田町５-18 648-3200
村田小児科医院 紺屋町３-４ 622-7132
双木歯科医院 月が丘二丁目３-25 645-7311
大通よつば薬局 大通二丁目７-20 681-4091
ナガハシ薬局 長橋町17-40 648-8227
みつや薬局 中屋敷町１-33 648-6060
こんや町薬局 紺屋町３-７ 653-1521

12/15
㈰

あべ神経内科クリニック 肴町６-６ 606-3711
児島内科医院 みたけ三丁目11-36 641-3310
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
みやた整形外科医院 上堂二丁目４-12 656-6350
臼井循環器呼吸器内科・小児科 松園二丁目２-10 662-9845
野手歯科医院 みたけ六丁目１-11 641-0086
さかな町薬局 肴町４-30 651-8311
けい福薬局 みたけ三丁目11-36 613-2107
リリィ薬局盛岡北店 上堂二丁目４-11 681-0165
のぞみ薬局 松園二丁目３-３ 662-7733

２次救急医療機関の
受入診療科はこちら
※一覧は、11月15日
号をご覧ください

月日 名称 所在地 電話番号
12/１㈰ ひかり整骨院 高松二丁目２-50アビタシオン高松１階 663-7515
12/８㈰ みかわ接骨院 西仙北一丁目31-34フラットキュー１階Ａ 681-2577
12/15㈰ 盛岡医療福祉専門

学校附属接骨院 中央通三丁目３-26 629-2147
12/22㈰ 村上整骨院 青山一丁目２-16 645-2313
12/29㈰ コスモ整骨院 緑が丘四丁目１-50アスティ緑が丘205号 681-3328

接骨院の休日当番
  受付時間：10時～16時

※当番院が変更になることがあるので、事前
　に電話で確認してから利用してください

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間納付相談
①12/10㈫・12㈭
　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

休日
納付相談

12/15㈰
９時～16 時

納税課（市役所別館２階）
と健康保健課（同１階）

納税課
☎613-8462

特設人権相談

①12/4㈬
②12/10㈫
③12/11㈬
④12/13㈮
①②③10時～15時
④12時～15時

①プラザおでって（中ノ橋通一）
②カワトク（菜園一）
③玉山総合福祉センター
　（渋民字泉田）
④都南総合支所（津志田14）

盛岡地方法務局
☎624-9859

空き家の
処分・不動産
無料相談

12/11 ㈬
10時～15時

全日本不動産協会県本部
（八幡町）

同県本部
☎625-5900★

成年後見
相談

12/12㈭・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

12/13㈮
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
12/18㈬
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


