
もりおかインフォ

■市の推計人口（5月１日現在）
29万4271人（男：13万9478人、女：15万4793人）
【対前月比】275人増　【世帯数】13万2073世帯

 1019915　  企画調整課613-8397

 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

申し込みが必要な
イベントについて

電話：記載されている申込開始日時から先着順に受け付け
はがき/往復はがき：①催し名②住所③名前④年齢⑤性別⑥電話
番号を記入し、申込期限必着で郵送。定員を超えた場合は抽選

ファクス：左記①～⑥と⑦ファクス番号を記入し、ファクスで申
し込み。申込開始日時から先着順に受け付け。
※定員があって特に記載がないものは、当日先着順に受け付け

6 広報もりおか 30．６．15 広報もりおか 30．6．１5　　7

高校生体験保育
とりょう保育園子育て支援センター

　☎651-8580

小さい子どもと遊んだり世話をしたり
する高校生を募集します。

 ①7月26日㈭・27日㈮ ②8月1日㈬・2
日㈭ ③8月8日㈬・9日㈭、９時~12時半

 市立保育園11園と私立保育園14園
 ①~③各100人
 往復はがきに、住所、名前、学校

名・学年、性別、希望する日程（①～
③）と保育園（いずれも第３希望まで）
を記入し、〠020-0878肴町2-8とり
ょう保育園子育て支援センター「高校
生体験保育」係へ。6月29日㈮必着

 1002663

個人情報保護審議会委員
総務課　☎626-7513

個人情報の収集や利用などについて
調査・審議する委員を１人募集します。
任期は、8月１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市の他
の審議会の委員などを務めていない
④平日の日中に行われる会議（年2
回程度）に出席できるーの全てに
該当する人

 同課や各支所などに備え付けの応
募用紙に必要事項を記入し、〠020-
8530（住所不要）総務部総務課へ郵
送または持参。6月29日㈮消印有効。
持参は同日17時まで　

 1023401

盛岡の魅力を発信する動画の
共同制作者

広聴広報課　☎613-8369
盛岡の魅力を発信する動画の共同制
作者を募集します。応募条件や応募
方法など詳しくは、同課に問い合わ
せるか市公式ホームページをご覧く
ださい。７月13日㈮必着。
持参は同日17時まで。

 1023219

盛岡広域都市計画地区計画を
変更

都市計画課　☎639-9051
同地区計画を変更するため、変更原案
の縦覧と説明会を行います。なお、建築
基準法の改正に伴う変更であり、同地区
計画の内容を変えるものではありません。

 ①縦覧：6月19日㈫~7月3日㈫、
9時~17時※土・日曜を除く②説明
会：6月19日㈫18時~

 ①同課②都南公民館（永井24）
 対象地区：渋民駅周辺・渋民・大

平・前潟・乙部北・乙部南・盛岡南新
都市・津志田西・道明・大慈寺

 ①②は申し込み不要。意見がある
人は、任意の用紙に名前と意見を記
入し、〠020-8532（住所不要）都市
計画課へ郵送または持参。郵送は7
月10日㈫必着。持参は同日17時まで

 1023129

ライトを消して
地球温暖化について考えよう

環境企画課　☎626-3754
今年の夏もライトダウンキャンペーン
を実施します。明かりを消して、未来
の地球や自分たちの暮らしについて
思いをはせてみませんか。

 実施日：6月21日㈭の夏至と7月7日
㈯のクールアース・デー、20時~22時

盛岡城跡公園の樹木整理
公園みどり課　☎639-9057

石垣の保存や地下の遺構保存に支障
となっている樹木を整理します。整理
期間中は工事車両が出入りしますので
ご注意ください。日程の詳細は、市公
式ホームページなどでお知らせします。

  6月~7月のうち約7日間
 1023158

宅地（保留地）を売却
盛岡南整備課　☎639-9032

向中野（道明地区）の宅地（保留地）
を表1のとおり売却します。場所や条

件など詳しくは、市公式ホームペー
ジをご覧ください。

 同課に備え付けの抽選参加申込
書と必要書類を郵送または持参。郵
送は6月27日㈬必着。持参は同日17
時まで　  1008697

▼ 説明会
 6月19日㈫10時~
 都南分庁舎101会議室（津志田14）

盛岡ナンバープレートの
図柄デザインが正式決定

企画調整課　☎626-7534
盛岡ナンバープレートの図柄が「不来
方の風」に正式に決定しました。10
月頃から交付開始予定です。

 1023116

アメリカシロヒトリを駆除
公園みどり課　☎639-9057

アメリカシロヒトリの駆除には早期
発見が大切です。表 2 の施設に、薬
剤や器具を設置します。樹木に発生
したときにお使いください。また、
市道や公園の樹木については、市が
委託した業者が駆除しています。作
業時は事前に近隣の皆さんへお知ら
せします。  1010577 

ほいくしカフェ
保育士・保育支援センター

（県社会福祉協議会内）☎637-4544

お茶を飲みながら保育士の再就職に
ついて気軽に情報交換しませんか。子
ども連れの参加も大歓迎です。

 7月3日㈫10時~12時
 ふれあいランド岩手（三本柳8）
 保育士資格を持っていて、現在保

育士として働いていない人
 電話：6月29日㈮12時まで

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ
休日納付

相談
6/24㈰
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

成年後見
相談

6/25㈪
13時半～16時

岩手教育会館4階
（大通一）

成年後見センターもりおか
☎626-6112

無料
法律相談★

7/4・11・18・25、
水曜、10時～15時

広聴広報課
（市役所本庁舎別館6階）

岩手弁護士会
☎623-5005

くらしの
法律相談★

7/9・23、
月曜、10時～15時

広聴広報課の
予約専用ダイヤル
☎626-7557

お知らせ募　集

※特に記載がない場合、費用は無料

表１　宅地（保留地）物件
価格 面積 接面道路 用途地域 その他

3937万3180円 569.80平方㍍ 南東側6㍍幅 第2種中高層住居専用 準防火地域 ★相談希望日の前週の9時から受け付け。ただし、23日分は17日㈫９時から受け付け

配置場所 電話番号
松園地区活動センター
（西松園二） 661-8231
緑が丘老人福祉センター
（緑が丘三） 661-8236
上田公民館（上田四） 654-2333
青山地区活動センター
（青山三） 646-1593
厨川老人福祉センター
（前九年三） 647-1982
上堂老人福祉センター
（上堂三） 643-0330
西厨川老人福祉センター
（北天昌寺町） 647-2446
桜城老人福祉センター
（大通三） 653-6211
山岸地区活動センター
（山岸四） 663-2505
仁王老人福祉センター
（名須川町） 654-6187
山王老人福祉センター
（山王町） 654-6269
杜陵老人福祉センター
（南大通一） 654-9155
大慈寺老人福祉センター
（茶畑二） 623-0218
加賀野老人福祉センター
（加賀野四） 623-0407
仙北地区活動センター
（仙北二） 635-9356
本宮老人福祉センター
（本宮四） 635-4595
中野地区活動センター
（東安庭字小森） 652-3288
みたけ地区活動センター
（みたけ四） 641-7817
太田地区活動センター
（中太田深持） 658-1330
土淵地区活動センター
（前潟四） 645-1630
上米内老人福祉センター
（桜台二） 667-1271
都南分庁舎２階 公園みどり
課（津志田14） 639-9057
玉山総合事務所１階 
税務住民課（渋民字泉田） 683-3874

表２ アメリカシロヒトリ駆除用の薬剤と　
　      器具の配置場所

広　告広　告

 1023244

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-1

☎635-6600

■やきもの教室
信
し が

楽
ら き

粘土でオリジナルの作品を作る。
 7月8日㈰・22日㈰、全2回、9時

半~12時
 10人※高校生以上の初心者
 400円
 電話：6月19日㈫10時から
 1009440

盛岡てがみ館
〠020-0871 中ノ橋通一丁目1-10

☎604-3302

■企画展「米内光政の手紙～良識の
提督の生涯～」
直筆の手紙や資料から、反戦主義を貫
いた米内光政の生涯と業績を紹介。

 6月19日㈫～10月15日㈪、9時～
18時   1023243
▶ギャラリートーク

 7月23日㈪・9月22日㈯、14時
~15時
■気軽に楽しむ絵手紙～初級講座～

 7月11日㈬・19日㈭・25日㈬、全3
回、13時半~15時半

 プラザおでって（中ノ橋通一）
 30人　  1000円
 往復はがき：6月26日㈫必着
 1019673

都南歴史民俗資料館
〠020-0842 湯沢1-1-38

☎638-7228

■企画展「新収蔵資料展」
 6月16日㈯~8月26日㈰、9時~16時
 1023265

石川啄木記念館
〠028-4132 渋民字渋民9

☎683-2315

■ワークショップ　わたしのお茶碗
白い器に啄木の短歌やイラストを書
いて、自分だけの茶碗を作る。

県政ニュース（昭和35年）と「奥様は
魔女」の上映。

 6月26日㈫13時半～15時
 リリオ（大通一）　  70人

▶受付ボランティア募集
映画会の会場受付を手伝うボランティ
アを5人程度募集します。協力してくれ
た人に、500ポイント入りのＭ

モ リ オ

ＯＲＩＯ－
Ｊ
ジェイ

カードをプレゼントします。
 電話：6月25日㈪17時まで

盛岡芸妓お座敷体験講座
盛岡観光コンベンション協会

☎621-8800

料亭の昼懐石を味わいながら、盛岡芸
妓の芸を鑑賞し、お座敷遊びを体験。

 8月25日㈯12時半～15時
 料亭駒龍（本町通一）
 40人　  7560円
 前売チケットは、プラザおでって

（中ノ橋通一）ともりおか町家物語館
（鉈屋町）で7月1日㈰10時から販売

素敵なまちの映画会
経済企画課　☎613-8389

 8月4日㈯・5日㈰、10時~12時と
14時～16時

 各8人　  各600円
 往復はがき：7月25日㈬必着
 1022347

参加部門と参加料
参加部門 参加料

タイム
レース

男性の部

１艇8000円
女性の部
混合の部（男女ペア）
親子の部（小学５年～中学生の
子と保護者のペア）

フリーレース（のんびり自由に下る） １艇7000円

７月29日㈰
６時に南大橋たもとの河川敷に集合。
９時から順次競技開始

対象
小学５年生以上の健康な２人１組
※小・中学生同士は不可
※高校生以下は保護者の同意が必要

市役所本庁舎本館１階の窓口案内所
や都南分庁舎、玉山総合事務所、市
内スポーツ店などに備え付けてある応募
要項をお読みのうえ、お申し込みください。
７月6日㈮消印有効。詳しくは、同大
会ホームページをご覧ください

四十四田ダム50周年記念事業

　　第42回盛岡・北上川ゴムボート川下り大会
参加者募集！

　盛岡・北上川ゴムボート川下り大会の参加者を募集します。コ
ースはダムから南大橋までの約11㌔。急流をこぎ分けるスリルや、
北上川から望む緑豊かな自然や町並みを満喫してみませんか。
【問】同大会運営事務局　☎613-2542

日時

申し
込み

　毎年好評の市立病院デー。11回目となる本年度も楽しくて健康に役立つ
企画が盛りだくさん！　参加無料です。皆さんの来院をお待ちしています。

特別講演会
【テーマ】脳血管障害の治療に関
する最新の進歩
【時間】11時～12時
【講師】岩手医科大医学部脳神経
外科学講座　小笠原邦

く に

昭
あ き

教授（同
大付属病院長）

■院内施設の公開
　検査室や薬局など普段は見られない部屋と、ＭＲＩやＣＴ、内視鏡な
ど診療で使用する医療機器の見学
■ユニフォーム着用体験
　医師や看護師が着る白衣や手術着の着用体験
■各種健診
　体組成測定、聴力検査、血圧測定、健康相談など
■給食などの展示・食事相談
　給食の成分や材料などの展示と野菜をたくさん使った料理レシピの
紹介
■お口の中をのぞいてみよう
　口腔内カメラで口の中を撮影し、テレビ画面でお見せします
■販売コーナー
　盛岡産直部会による農産物と、障がい者施設による手作り菓子
や手芸品などの販売

７月８日㈰
10時～15時

しわまろくんらによるコンサート
歌と踊りの楽しいコンサート
【時間】10時10分～10時50分
スペシャルイベント
ミスさんさ踊りによるステージ
【時間】12時45分～13時15分

　   
健康・再発見！ みんなで行こう

【問】市立病院☎635-0101




