
芸術文化推進審議会委員
文化国際室　☎626-7524

市の芸術文化推進について意見を述
べる委員を2人募集します。任期は7
月20日㈮から2年間です。

 ①芸術文化に関心があり、音楽や
舞踊、その他芸術文化の活動経験が
ある②4月1日時点で市内に1年以上
住んでいる③平成10年4月1日以前
生まれ④平日の日中に行われる会議
（年2・3回程度）に出席できる⑤市
の他の審議会などで委員を務めてい
ない―の全てに該当する人

 同室や各支所に備え付けの応募
用紙に必要事項を記入し、〠020-
8530（住所不要）市役所文化国際室
へ郵送または持参。6月25日㈪必着。
持参は同日17時まで

 1022716

ごみ減量資源再利用推進会議委員
資源循環推進課　☎626-3716

ごみ減量と資源再利用の推進につい
て意見を述べる委員を2人募集します。
任期は、7月27日㈮から2年間です。

 ①市内に１年以上住んでいる②平
成10年4月1日以前生まれ③同委員
を務めたことがない④市の他の審議
会などで委員を務めていない⑤平日
の日中に行われる会議（年2・3回程
度）に出席できる―の全てに該当す
る人

 同課や各支所に備え付けの応募
用紙に必要事項を記入し、〠020-
8531（住所不要）市役所資源循環推
進課へ郵送または持参。6月27日㈬
消印有効。持参は同日17時45分ま
で　  1023144

水道水源保護審議会委員
浄水課水質管理センター　☎652-2961

水道水源保護条例などについて審議
する委員を2人募集します。任期は7
月9日㈪から2年間です。

 ①市内に1年以上住んでいる②平成
10年7月9日以前生まれ③市の他の審
議会などの委員を務めていない④平日
の日中に行われる会議（年1・2回程度）
に出席できる―の全てに該当する人

 同センターや各支所に備え付け
の応募用紙に必要事項を記入し、〠
020-0807加賀野字桜山86、市役
所上下水道局浄水課水質管理センタ
ーへ郵送または持参。6月15日㈮消
印有効。持参は同日17時まで 

林業振興審議会委員
林政課　☎626-7541

総合的な林業施策の推進について
調査・審議する委員を１人募集します。
任期は7月1日㈰から２年間です。

 ①林業振興施策に関心がある②市
内に１年以上住んでいる③平成10年7
月1日以前生まれ④平日の日中に行わ
れる会議（年1・2回程度）に出席できる
⑤市の他の審議会などで委員を務め
ていない―の全てに該当する人

 同課や市役所窓口案内所、各支所
に備え付けの応募用紙に必要事項を
記入し、〠020-0878肴町2-29市役
所林政課へ郵送または持参。6月15日
㈮消印有効。持参は同日17時まで

 1023044

30年度 盛岡市都市景観賞
景観政策課　☎601-5541

市は、美しい街並みや周囲の環境に
調和した魅力ある景観を募集します。

 完成後おおむね５年以内の建築
物や緑地、工作物（これらを含む一

団の地区を含む）で次のいずれかに
該当するもの。①一般に公開または
開放されている②暫定的なものでは
ない③周辺の地域に調和している④
自然景観に調和している⑤歴史的景
観を継承している⑥その他都市景観
の形成に寄与している

 1人何点でも応募できます。※７月
31日㈫まで。応募方法など詳しくは、
市公式ホームページをご覧いただく
か同課へお問い合わせください。　

 1010213

成人のつどい実行委員を募集
生涯学習課　☎639-9046

メール：edu.sgs@city.morioka.iwate.jp

31年1月に開催する「市成人のつど
い」の企画・運営を行う実行委員を
20人程度募集します。

 市内在住の新成人（平成10年4月
2日～平成11年４月1日生まれ）また
は運営に参加したい人。活動日は、8
月から来年1月までの火曜または水
曜の18時半~20時半

 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応募用紙
に必要事項を記入し、〠020-8532

（住所不要）市役所生涯学習課へ郵
送または持参、同課までメール送付。
6月29日㈮必着。持参は17時まで

 1003285　　　

創業スクール参加者募集
盛岡商工会議所　☎624-5880

創業を考えている人を対象にしたセミ
ナーの参加者を30人募集します。

 6月30日㈯・7月1日㈰・７日㈯・
14日㈯・21日㈯、9時半~16時半 

 電話：6月4日㈪9時から。詳しくは、
同会議所へお問い合わせください

薮川体験農園の利用者募集
産業振興課　☎683-3852

6月から11月までの利用期間中、①
貸し農園（１区画50平方メートル）②
そばオーナー農園（１区画50平方メ
ートル）の利用者を募集します。②は
育てたそばの実を使ったそば打ち体
験付き※先着40区画

 ①3000円②5000円
 電話：6月4日㈪9時から

青山支所が一時移転します
市民登録課　☎626-7501

大規模改修工事に伴い、青山支所が
6月18日㈪から旧みたけ保育園（青
山三）に移転します。移転作業のため、
6月15日㈮17時~19時と16日㈯・17
日㈰は自動交付機を休止します。　

 1022469

65歳以上世帯類型調査にご協力を
地域福祉課　☎626-7509

保健指導や避難支援などに活用する
ため、市内の65歳以上の人を対象に
民生委員・児童委員が各家庭を訪問。
調査は6月から実施します。

 1001096

家屋の全戸調査を実施
資産税課　☎613-8403

固定資産税を適正に課税するための
調査を6月~10月下旬に実施します。
身分証を携帯した調査員が、固定資
産が課税されている家屋を外観から
確認します。　  1000524

高齢世帯などへ寝具類の
クリーニングサービスを実施

長寿社会課　☎603-8003
寝具類を業者が預かり、洗濯などを
して配達します。

 募集期間：6月11日㈪~21日㈭
 20人※要介護３以上または認知

症による尿失禁がある高齢者、重度
の身体障害がある人で、寝具類の管
理が困難な世帯

 担当ケアマネジャーまたは同課に、
電話か直接申し込み

市少年指導員養成講座
中央公民館　☎654-5366

地域の子ども会の組織づくりや活動
を支援する少年指導員を養成します。

 7月11日㈬~9月16日㈰、主に水曜、
全11回、19時~20時半

 15人※20歳以上
申し込みなど詳しくは、市公式ホーム
ページをご覧ください。　

 1023048

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間納付相談
①6/5㈫・6/7㈭
　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

6/8㈮
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

空き家の
処分・不動産

無料相談
6/13㈬
10時～15時

全日本不動産協会県本部
（八幡町）

同県本部
☎625-5900

補聴器相談
6/20㈬
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
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り
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児童手当の更新をお忘れなく
子ども青少年課　☎613-8354

児童手当を受けている人は、6月に更
新手続きが必要です。送付している案
内のとおり忘れず手続きしてください。
詳しくは、同課へお問い合わせくだ
さい。　  1002493

森林の伐採・開発には
手続きが必要です
林政課　☎613-8451

森林の伐採・開発には事前の届け出や
許可申請が必要です。

 保安林伐採・開発行為：盛岡広域振興
局森林保全課☎629-6615
その他の伐採：同課または産業振興課（玉
山地域）☎683-3853　  1008275

木造住宅の耐震と改修への補助
建築指導課　☎639-9054

昭和56年5月31日以前に着工した木
造住宅を対象に、耐震診断を受ける
費用を補助します。また、すでに耐震
診断を受けた人で耐震改修する場合、
工事費用の一部を補助します。

 募集期間：6月11日㈪~7月6日㈮、
9時~17時

 耐震診断補助額は2万7772円
（自己負担額3085円）、耐震改修
補助金額は経費の２分の１（上限61
万７千円）※募集戸数は耐震診断12
戸、耐震改修3戸

 要件や申し込み方法など詳しくは、
同課へお問い合わせください

 耐震診断：1001696
 　耐震改修：1001698

狩猟免許取得費用の一部を補助
農政課　☎613-8457

狩猟免許取得に要する経費の一部
を補助します。補助額など詳しくは、
市公式ホームページをご覧ください。

 1019525

電気柵設置費用の一部を補助
農政課　☎613-8457

農作物被害を防止するため、農業者を
対象に電気柵の設置に要する経費の
一部を補助をします。補助額など詳し
くは、市公式ホームページをご覧くださ
い。　  1019526

　  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

6/10
㈰

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
さかもと整形外科 天神町11-3 623-8555
村田小児科医院 紺屋町3-4 622-7132
吉田歯科クリニック 西下台町18-27 622-0652
天神町薬局 天神町8-24 681-2441
みつばち薬局 月が丘一丁目1-63 647-3888
ヨシダ調剤薬局 天神町11-4 625-8148
こんや町薬局 紺屋町3-7 653-1521

6/17
㈰

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
なおや脳神経・頭痛クリニック 本宮字小板小瀬13-4 656-3708
よしだクリニック 西仙北一丁目30-50 635-8341
かど歯科クリニック 門一丁目19-17 604-2260
かつら薬局 永井13-17-3 614-2061
あたご薬局 愛宕町2-38 621-8411
おおたばし調剤薬局 本宮字小板小瀬13-8 656-3131
ひばり薬局 西仙北一丁目30-51 635-9797

※6月3日㈰の休日救急当番医・薬局は5月15日号に掲載しました。

休日救急当番医・薬局
※往診はできません

※特に記載がない場合、費用は無料

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：6月2日㈯・3日㈰・19日㈫は終
日利用できません。
■市立総合プール：6月3日㈰~1２日
㈫の11時半まで。15日㈮~17日㈰・
19日㈫・22日㈮~24日㈰・30日㈯・7
月1日㈰は終日利用できません。

洪水情報を緊急メールで発信
岩手河川国道事務所　☎621-3166

国が管理する北上川と雫石川、中津
川において大規模な洪水が発生する
恐れがある場合に、携帯電話などへ
緊急速報メールを自動で発信します。
同メールを受信したら、雨の降り方
や川の水位を国土交通省のホームペ
ージ「川の防災情報」で確認し、自主
的な避難に役立ててください。

 1019151

盛岡芸術祭美術展受賞者
盛岡芸術協会　☎623-9482

6月3日㈰まで開催している同芸術
祭美術展の各部門ごとに、市長賞と

議長賞、会長賞の受賞者を市公式ホ
ームページに掲載しています。ぜひご
覧ください。　  1022904

農作業体験見学会
岩手中央農業協同組合　☎676-3346

農家でのパート・アルバイトや、農作業に
興味がある20人程度を対象に、見学会
を開催します。詳しくは、市公式ホーム
ページをご覧ください。　

 1023019

事業経営セミナーのご案内
盛岡市産業支援センター　☎606-6700

起業支援アドバイザーの関洋一さんを
講師に、事業経営に必要なビジネス
モデルの構築方法を学ぶセミナーを
随時開催しています。申し込みなど
詳しくは、同センターのホームページ
をご覧ください。

就職や自立に悩む15歳から39歳ま
での若者とその家族を対象とした相
談やセミナーを随時開催しています。
開催場所など詳しくは、市公式ホー
ムページをご覧ください。　

 1016452

お知らせ

若者の悩み相談セミナーを開催
もりおか若者サポートステーション

　☎625-8460

広　告
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29年度3級問題➋（正解は14ページに掲載）
　内丸緑地にある「時鐘」は、年に２回つかれます。大晦日の除夜の鐘ともう１回は

いつですか。
　①終戦記念日　②時の記念日　③市政記念日　④桜山神社例大祭初日

 日時　  場所　  対象、定員　  費用　
 申し込み　  問い合わせ　  広報ID
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