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29年度3級問題❶（正解は14ページに掲載）
　現在、橋の欄干に擬宝珠が付けられているのは、上の橋とどこですか。

　①中の橋　②下の橋　③与の字橋　④富士見橋
 日時　  場所　  対象、定員　  費用　
 申し込み　  問い合わせ　  広報ID

マークの
見方もりおかインフォ

スポーツ推進審議会委員
スポーツ推進課　☎603-8013

スポーツの推進に関する重要事項に
ついて調査審議する委員を若干名募
集します。任期は6月から2年間です。

 ①18歳以上②市在住または勤務
③平日の日中に行われる会議（年2
回程度）に出席できる―の全てに
該当する人

 同課に備え付けまたは市公式ホー
ムページに掲載している申込用紙に
必要事項を記入し、〠020-8530住
所不要）市役所スポーツ推進課へ郵
送または持参。5月21日㈪必着

 1022630

農業委員
農業委員会事務局　☎639-9034

農地転用や権利移動の審議などを
行う委員を1人募集します。任期は、
任命の日から32年7月19日㈰まで。

 農業に関する識見を有する人
 応募用紙に必要事項を記入し、5

月7日㈪以降に市役所都南分庁舎の
農業委員会事務局または玉山分庁
舎の同事務局玉山分室へ持参。郵送
は同事務局〠020-8532津志田14-
37-2農業委員会事務局宛てで6月5
日㈫必着。持参は同日17時まで　

 1022603

地域おこし協力隊
企画調整課　☎626-7534

地域の振興を図る地域おこし協力隊
の募集を、5月31日㈭まで延長します。
対象は、三大都市圏をはじめとする
都市部に現在住んでいる人。

 申し込み方法など、詳しくは市公

式ホームーページをご覧ください
 1018517

キャラホール合唱祭の出演団体
都南公民館☎637-6611・ファクス637-8700
7月7日㈯13時半～16時にキャラホ
ール（永井24）で開催される合唱祭
に出演する団体を募集します。

 市内近郊の合唱団など
 都南公民館で電話またはファクス

で受け付けます。団体名と代表者名、
連絡先を記入してください。5月31日
㈭21時半締切　  1022707

原敬記念館「ギャラリー逸山」の
展示作品

原敬記念館　☎636-1192
原敬記念館（本宮四）は、作品展示ス
ペース「ギャラリー逸

い つ

山
ざ ん

」に展示する、
同館にまつわる写真や絵画作品（お
おむねＡ4～Ａ3サイズ）を募集します。
詳しくは、同館へお問い合わせくださ
い。　  1019611

ＭＴＣＡサポーター
盛岡観光コンベンション協会

☎606-6688

盛岡で開催される学会や大会などの
運営を補助するサポーターを募集し
ます。任期は登録の日から再来年３
月末まで。

 登録方法など詳しくはお問い合わ
せください。6月29日㈮必着

県民長寿文化祭作品展
いきいき岩手支援財団

総務・健康支援課　☎626-0196

6月8日㈮～10日㈰、市民文化ホール
（盛岡駅西通二）で開催される同文
化祭への出品作品を募集します。

 県内在住で60歳以上のアマチュア

 無料※作品の搬入・搬出に要する
経費は出品者の負担

 詳しくはお問い合わせください。
5月14日㈪必着

ホームステイ受け入れ家庭
アーラム大学盛岡事務所の畠山さん

☎661-5799
8月中旬から12月上旬まで市内にホ
ームステイするアメリカ・アーラム大
学生を受け入れる家庭を5月27日㈰
まで募集。会話は日本語でも問題あ
りません。詳しくは、電話で問い合わ
せるか同事務所のフェイスブックをご
覧ください。　  1022438

軽自動車税の減免申請
市民税課　☎613-8499

身体障害者手帳や療育手帳などを持
っていて、基準に該当する人は、1人1
台に限り軽自動車税が減免される場
合があります。申請期限は5月31日
㈭。詳しくはお問い合わせください。

 1000503

太陽光発電システムなどの設置
費を補助

環境企画課　☎626-3754
一戸建ての自宅に太陽光発電システ

ムなどを設置する人へ補助金を交付
します。詳しくは、市公式ホームペー
ジをご覧ください。

 ①これから同システムの設置工事
に着手する②市税を滞納していない
③過去にこの補助金を受けていない
―などの全てに該当する人

 若園分庁舎4階の環境企画課に
備え付けまたは市公式ホームページ
に掲載している申込用紙に必要事項
を記入し、同課へ持参。補助金交付
総額が予算額を超えた時点で締め切
り　  1022462

緑のまちづくり補助金
公園みどり課　☎639-9057

道路（幅員4㍍以上または自転車歩行
者専用道）に面する住宅の敷地内に、
生け垣や通り木を植える場合、樹木
購入費の一部を補助します。詳しくは、
市公式ホームページをご覧ください。

 市役所本庁舎1階の市民協働推進
課と都南分庁舎2階の公園みどり課
に備え付けの申込用紙に必要事項を
記入し、公園みどり課へ持参。12月
28日㈮締め切り　  1010583

施設の利用制限
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　☎634-0450

■みちのくコカ・コーラボトリングリ
ンク：5月13日㈰と15日㈫の終日は
利用できません。
■市立総合プール：5月3日㈭~5日
㈯は12時から15時まで、6日㈰は13
時から20時半までの営業です。また、
5月12日㈯・13日㈰・15日㈫・26日
㈯・27日㈰・6月3日㈰~11日㈪の終
日は利用できません。

まちなか・おでかけパス
県交通☎654-2141・県北バス☎641-
1212・ＪＲバス東北☎604-2211

6月1日㈮から11月30日㈮まで利用
できる「まちなか・おでかけパス」を
販売します。

 販売日時：5月14日㈪以降の10時
～15時※土・日曜・祝日を除く

 販売場所：ななっく1階バス乗車
券売場、盛岡駅前バス案内所など詳

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間納付
相談

①5/8㈫・10㈭
　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　
　健康保険課（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

リハビリ
相談会

5/11㈮
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
※要事前申込

補聴器
相談

5/16㈬
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
※要事前申込

行政相談

▲

カワトク8階（菜園一）：毎月第2・第4金曜、10時～16時▲

都南分庁舎(津志田14)：偶数月の第４水曜、13時～16時▲

玉山地域：毎月第２水曜、10時～12時。５月から
月ごとに、好摩地区公民館（好摩字野中）、玉山地
区公民館(日戸字鷹高)、玉山総合福祉センター(渋民字
泉田)の順に開催▲

イオンスーパーセンター盛岡渋民店（渋民字鶴
飼）：毎月20日、11時～15時

岩 手 行 政 監 視
行 政 相 談 セ ン
ター
☎622-3470

空き家の処
分・不動産

無料相談
5/9㈬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

5/11㈮・25㈮
13時半～16時

成年後見センターもりおか（大通
一、岩手教育会館内）

同センター
☎626-6112

特設人権
相談 6/1㈮10時～15時 Nanak４階（中ノ橋通一）

カワトク８階（菜園一）
盛岡地方法務局
☎624-9859

　
も
り

けんに挑戦
！も

り

け に挑戦挑

しくはお問い合わせください。
 市内在住の70歳以上
 5400円　  1001839

玉山地域列車でおでかけきっぷ
ＩＧＲインフォメーション　☎626-9151

盛岡駅まで割安で利用できる「玉山地
域列車でおでかけきっぷ」を販売します。

 販売場所：渋民駅、好摩駅
 玉山地域在住の70歳以上
 渋民駅～盛岡駅360円、好摩駅

～盛岡駅470円、購入証発行手数料
500円※購入には購入証の発行が必
要です。詳しくはお問い合わせくだ
さい。※購入証の更新は5月1日㈫か
ら　  1001842

クールビズがスタート！
環境企画課　☎626-3754

蒸し暑い日本の夏を楽しく、涼し
く、快適に過ごすため、服装の工夫
や、みんなで涼しい場所を共有する
クールシェアなどで、家族や地域と
楽しく節電に取り組みましょう。また、
5月1日㈫から9月30日㈰の期間中、
市役所や各施設では28度を目安に
室温を管理し、職員は夏の軽装で勤
務します。皆さんも市役所には軽装
でお越しください。　  1022558

光化学オキシダントに注意
環境企画課　☎613-8419

これからの季節は大気中の光化学オ
キシダント濃度が高くなり、目や喉が
痛むなどの症状が現れることがあり
ます。県が注意報を発令したときは、
次のことにご注意ください。
①野外での激しい運動は控える
②不要な外出や車の使用を控える
③目や喉などに刺激を感じたときは
洗眼やうがいをして、医師の診察を
受ける　  1010342

工業統計調査にご協力を
企画調整課　☎613-8397

経済産業省は6月1日を基準日とし、
工業統計調査を行います。調査員証
を携帯した調査員が事業所を訪問す
るので、回答にご協力ください。

 製造業を営むすべての事業所

　  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

5/３
㈭

おおどおり鎌田内科クリニック 大通二丁目7-23 606-5161
中村内科医院 若園町2-5 622-7103
ブレスト齊藤外科クリニック 本宮六丁目17-6 631-3770
さいとう小児科クリニック 月が丘二丁目2-60 643-7171
あい歯科クリニック 月が丘三丁目39-50 641-8814
リーフ歯科クリニック 本町通一丁目14-8グラーベ・Ⅰ 626-4182
大通よつば薬局 大通二丁目7-20 681-4091
せいりゅう薬局 紺屋町6-24藤井ビル102 623-1511
とけい台薬局 本宮六丁目2-26 631-3115
よつば薬局 月が丘二丁目2-59 643-2888

5/４
㈮

やまだ胃腸内科クリニック 津志田中央二丁目18-31 614-0180
原田内科脳神経機能クリニック 山岸三丁目2-1山岸中央ビル１階 662-7533
かとう整形外科クリニック 中央通二丁目8-1 622-2555
小林小児科クリニック 三本柳11-12-4 638-0404
岩渕歯科医院 天神町9-15 654-1017
ゆうデンタルケア 夕顔瀬町1-1 613-9871
エメラルド薬局山岸店 山岸三丁目2-1 605-1051
そうごう薬局盛岡中央通店 中央通二丁目2-5住友生命盛岡ビル１階 613-6671
ワカバ薬局都南店 三本柳11-12-1 637-6011
津志田薬局 津志田中央二丁目18-23 614-9986

5/５
㈯

あべ神経内科クリニック 肴町6-6 606-3711
おはようクリニック 高松二丁目27-27 662-0840
しんたろうクリニック 本宮一丁目9-1 631-3110
森田小児科医院 緑が丘四丁目1-50アスティ緑が丘１階 662-3326
うしぶくろ歯科医院 中堤町13-43 647-8668
じろう歯科クリニック 開運橋通1-21 622-4755
さかな町薬局 肴町4-30 651-8311
リード薬局 上田一丁目3-10イースタンキャッスル１階 622-9700
さくらの調剤薬局 本宮一丁目8-4 681-0411
調剤薬局アスティこうの 緑が丘四丁目1-50 662-2877

5/６
㈰

ゆい内科呼吸器科クリニック 向中野二丁目54-18 631-1159
加賀野消化器内科・内科クリニック 天神町11-8 604-1123
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
もりた整形外科 山岸一丁目3-8 652-5858
もりおかこども病院 上田字松屋敷11-14 662-5656
都南歯科医院 三本柳7-13-8 638-8680
むかいなかの調剤薬局 向中野二丁目54-12 631-3100
天神町薬局 天神町8-24 681-2441
かるがも薬局山岸店 山岸一丁目3-11 623-9696
こなん薬局 上田字松屋敷23-3 664-1115

5/13
㈰

荻野病院 本宮一丁目6-12 636-0317
くどう医院 前九年三丁目16-15 647-3251
遠山病院 下ノ橋町6-14 651-2111
みうら小児科 中野一丁目16-10 622-9591
横沢歯科医院 中央通二丁目8-21 652-1157
アポロ薬局 本宮一丁目6-11 636-4332
前九年薬局 前九年三丁目16-10 648-8101
下ノ橋薬局 下ノ橋町7-31 604-0234
なかのユニオン薬局 中野一丁目21-1 652-6587

休日救急当番医・薬局
※往診はできません

月日 名称（所在地） 電話番号
5/6㈰ みかわ接骨院（西仙北一） 681-2577
5/13㈰ ひかり整骨院中ノ橋（中ノ橋通一） 651-0480
5/20㈰ 接骨院りゅう（本宮一） 636-0066
5/27㈰ ふくしま整骨院（下飯岡11） 639-7557

接骨院の休日当番
受付時間：９時～17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

※特に記載がない場合、費用は無料

お知らせ募　集


