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「劇団モリオカ市民」
公演キャスト・スタッフ募集

盛岡劇場　☎622-2258
来年3月公演の「岩手公園」をテーマに
した演劇で、盛岡の歴史の一幕を一緒
に表現するキャストとスタッフを募集。

 高校生以上※11月上旬から始ま
る稽古に参加できる人

 高校生3000円、大学生以上5000円
 電話・窓口：8月18日㈯10時から
 1024071

テレワーク人材育成事業の
受講生

子ども青少年課　☎613-8356
パソコンを使って、テレワーク※に必
要な知識や技術の習得をする研修の
受講生を募集します。研修内容や受
講場所など詳しくは、同課までお問
い合わせください。
※時間や場所に縛られない柔軟な働
　き方

 9月～来年2月
 10人程度※ひとり親世帯の母ま

たは父など　
 電話：８月31日㈮まで（事前面接あり）
 1024084

卸売市場開放デー
青果せり見学ツアー参加者

中央卸売市場業務課　
☎614-1000　ファクス614-1020

青果のせり・市場施設の見学や市場
流通の仕組みを紹介するツアーの参
加者を募集します。詳しくは、市公式
ホームページをご覧ください。

 9月8日㈯6時半～9時
 35人　  550円※朝食代
 はがき・ファクス：住所と名前、年齢、

電話番号を記入し、〠020-8567（住
所不要）盛岡市中央卸売市場業務課
へ送付。8月29日㈬必着。応募多数の
場合は抽選　  1017256

盛岡テクノミュージアムの
登録事業者

ものづくり推進課　☎626-7538
地元企業への理解を深め、企業の人
材確保や定住促進につなげる同事業
の登録業者を募集。登録すると、事
業所内に自社の製品を展示する場合
の経費を一部補助するほか、大学な
どの教育機関や学生などに企業情報
をＰＲできます。事業内容など詳しく
は、同課へお問い合せください。

 市内で製造業や情報サービス業
を営んでいる事業所など※個人・法
人を問わない

 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、必要書類
を添えて〠020-8530（住所不要）も
のづくり推進課へ郵送または持参

 1023945

赤ちゃんの駅DAKKO（だっこ）の
協力事業者

子ども青少年課　☎613-8356
外出先での授乳やオムツ替えのため
に、施設内のスペースやサービスを提
供できる事業者を募集します。内容
など詳しくは、同課へお問い合わせ
ください。

 ①授乳できる場所がある②オムツ
替えの場所がある③ミルク用のお湯
の提供ができる設備があるーの①
②を満たし（③は可能であれば）、希
望者が無料で利用できる施設

 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、〠020-0884
（住所不要）子ども青少年課へ郵送
または持参　  1002512

木造住宅の耐震診断と耐震改修
補助の受け付けを延長
　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
診断を受けた人が耐震改修する場合、
工事費用の一部を補助します。

 募集期間：耐震診断は12月28日
㈮まで。耐震改修は11月30日㈮まで 
受付時間：9時~17時（土日・祝日を
除く）

 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8戸、
耐震改修2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：1024054
 　耐震改修：1024056

建築物防災週間
建築指導課　☎639-9054

８月30日㈭から９月５日㈬までは建
築物防災週間。市は消防署と協力し
て、不特定多数の人が利用する建築
物の立ち入り査察と改善指導をします。
▶防災相談所の開設
木造住宅の地震対策などについての
相談

 期間中（土・日曜除く）９時～17時
 同課（津志田14）　  1016380

市動物公園再生事業検討会議
（株）オガール　☎080-3334-1256

公園みどり課　☎639-9057
市動物公園の再生について有識者が
集まり議論します。傍聴には事前申し
込みが必要です。

 8月23日㈭10時～11時半
 プラザおでって（中ノ橋通一）
 50人
 メール・ファクス：名前（ふりがな）と

電話番号を記入し、（株）オガールのメ
ール morioka.zoo.zoo.project@
gmail.comかファクス601-5222へ送
信。8月21日㈫必着

 1010552

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：9月10日㈪13時～9月
12日㈬23時▶入札：9月10日㈪13時
～9月18日㈫13時

 8月16日㈭13時～9月3日㈪23時
 1010803

成人のつどい
生涯学習課　☎639-9046

来年１月13日㈰にタカヤアリーナ
（本宮五）で成人のつどいを開催。
対象は平成10年4月2日～平成11年
4月1日生まれの人です。

 11月中旬に送る入場券を当日持参
※市外在住で帰省先が市内にある
参加希望者は、往復はがきに帰省先
の住所と名前、生年月日を記入し、〠
020-8532（住所不要）生涯学習課へ
郵送。12月21日㈮必着　  1003281

工場拡充奨励・雇用奨励金制度
ものづくり推進課　☎626-7538

市内で工場などを新増設する場合や、
新たに従業員を雇用する場合は支援
制度を活用できます。各制度の内容
など詳しくは、同課までお問い合わ
せください。

 製造業やソフトウエア業、卸売業、
貨物運送業、情報サービス業、産業
用設備洗浄業、デザイン業、機械設
計業、エンジニアリング業など　

 1008041

いわて就職面接会
ふるさといわて定住財団　☎653-8976

県内に就職場所がある企業との面談
や就職相談などを行います。費用は

無料。当日、会場へどうぞ。
 8月22日㈬13時～16時半
 アピオ（滝沢市）
 平成31年3月卒業・修了予定の大

学院と大学、短大、高専、専修学生、既
卒者（第2新卒を含む）、一般求職者

 1023875

指定管理者の聞き取り審査
資産経営課　☎603-8007

30年度に指定管理者を指定する施
設の聞き取り審査を公開します。傍
聴を希望する場合は各担当課にお問
い合わせください。
①公募により指定管理者を指定する
施設についての聞き取り審査：表１
②公募によらず特定の団体を指定す
る施設の聞き取り審査：表２

 傍聴を希望する人※先着順
 1011448

ファシリテーター養成講座
いわてＮＰＯフォーラム21　☎605-8271
いちのせき市民活動センター長の小
野寺浩

ひ ろ

樹
き

さんによるまちづくりの概
論やファシリテーション※の基礎な
どの講義。
※会議やミーテングなどで参加者の
発言を促すなど、議論を活性化させ
るための能力

 ①8月25日・②9月8日・22日、土
曜、全3回、13時半～16時半

　
も
り

けんに挑戦
！も

り

け に挑戦挑

※特に記載がない場合、費用は無料

表2　公募によらず指定管理者を指定する施設についての聞き取り審査日程
開催日・場所 施設名（所在地） 担当課

8/29㈬
玉山総合事務所
301会議室

渋民ふれあい広場（下田字陣場）
好摩ふれあい広場（好摩字上山）
巻堀地区コミュニティセンター（巻堀字巻堀）
松内地区コミュニティセンター（松内字松内）
下田川崎地区コミュニティセンター（下田字上下田）
永井地区コミュニティセンター（玉山永井字永井沢）
芋田地区コミュニティセンター（芋田字下芋田）
城内地区コミュニティセンター（玉山字城内）
好摩東地区コミュニティセンター（好摩字上山）
山谷川目地区コミュニティセンター（玉山字糠森）

玉山総合事務所
総務課

☎683-2116

8/29㈬
玉山総合事務所
302会議室

岩洞湖家族旅行村休憩施設
岩洞湖家族旅行村テニスコート（薮川字亀橋）
岩洞活性化センター（薮川字外山）
総合交流ターミナル（下田字生出）

産業振興課
☎683-3852

8/30㈭
本庁舎別館
403会議室

盛岡劇場・河南公民館（松尾町）
都南文化会館・都南公民館（永井24）
市民文化ホール（盛岡駅西通二）
渋民文化会館・渋民公民館（渋民字鶴塚）

文化国際室
☎626-7524

8/30㈭
玉山総合事務所
301会議室

農民研修センター（下田字仲平）
姫神地区振興センター（玉山馬場字葛巻）
岩洞生活改善センター（薮川字町村）
高木牧野（玉山馬場字前田）

産業振興課
☎683-3852

 ①県公会堂（内丸）②プラザおで
って（中ノ橋通一）

 15人※まちづくりに興味がある人
 電話：8月18日㈯9時から先着順

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
 9月11日㈫13時～16時
 ふれあいランド岩手（三本柳8）
 介護の仕事に就職・転職を希望、

関心のある人
 電話またはホームページで随時受

け付け。当日参加も可　
 1023981

クラウドファンディング入門セミナー
市産業支援センター　☎606-6700

クラウドファンディング※の仕組みや
活用方法を学ぶ。内容など詳しくは
同支援センターホームページをご覧
ください。
※いろいろな計画などを実現したい
起案者が、インターネットを通じて共
感した人から活動資金を募る方法

 9月25日㈫18時半～20時
 同支援センター（大通三）
 10人※起業家や、これから起業予

定の人、経営者など
 ホームページ：8月18

日㈯10時から先着順

■小山実
み

稚
ち

恵
え

ピアノ・リサイタル
 9月15日㈯15時～17時
 全席指定。Ｓ席4500円、Ａ席

3500円、Ｕ-25チケット1500円★
 1024085

表１　公募により指定管理者を指定する施設についての聞き取り審査日程
開催日・場所 施設名（所在地） 担当課

8/28㈫
内丸分庁舎
401会議室

市営野球場（東新庄一）・太田橋野球場（下厨川
字稲荷向）・盛岡体育館（上田三）
生出スキー場（下田字生出）・玉山運動場（日戸
字鷹高）・渋民運動公園（川崎字川崎）
屋内ゲートボール場（前九年三）
武道館（住吉町）・弓道場（加賀野四）
太田テニスコート（上太田穴口）
松園テニスコート（西松園三）
綱取スポーツセンター（浅岸字綱取）
盛岡南公園球技場（永井8）

スポーツ推進課
☎603-8006

9/3㈪
都南分庁舎
特別会議室

岩手公園地下駐車場（内丸）
マリオス立体駐車場（盛岡駅西通二）
盛岡駅西口地区駐車場（盛岡駅西通一）

都市計画課
☎639-9051

9/５㈬
都南分庁舎
3階研修室

環境学習広場（上田字上堤頭）
高松公園（高松一）
高松多目的広場（上田字黒石野平）

公園みどり課
☎639-9057

9/6㈭
遺跡の学び館
研修室

もりおか歴史文化館（内丸） 歴史文化課
☎639-9067

9/6㈭
都南分庁舎
特別会議室

子ども科学館（本宮字蛇屋敷） 生涯学習課
☎639-9046

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ
休日納付

相談
8/26㈰
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

くらしの
法律相談★

9/3・10
月曜、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★

9/5・12・19・26
水曜、10時～15時

岩手弁護士会
☎623-5005

★相談希望日の前週の9時から受け付け

いわて産業人材
奨学金返還支援制度

県ものづくり自動車産業振興室　☎629-5551
岩手で暮らし、働きたい若者の奨学
金返還を支援します。応募方法など
詳しくは、同室に問い合わせるかホー
ムページをご覧ください。

 50人程度
 ホームページ：10月15

日㈪まで募集

寄付をいただきました
有限会社佐々木教材社　
佐々木義

よ し

人
と

代表取締役社長
交通安全のぼり旗
とポール168セッ
ト。通学路の交通
安全啓発に役 立
てるため。

芸術    
　　   を楽しもう！

　市民文化ホール（盛岡駅西通二）ではさ
まざまなイベントが開催されます。内容な
ど詳しくは、同ホールへお問い合わせくだ
さい。  同ホール☎621-5100

■スペシャル・ガラ・コンサート
 11月11日㈰14時半～17時半
 全席自由。3000円、Ｕ-25チケ

ット1500円※9月1日㈯から同ホ
ールほか市内プレイガイドで発売

 1024087

■喜
き

多
た

流　能楽公演
 11月17日㈯13時半～17時10分
 全席指定。ＳＳ席9000円、Ｓ

席7000円、Ａ席5000円、Ｂ席
2000円★

 1024086

■バッハ・コレギウム・ジャパン
　「メサイア」

 12月16日㈰14時～16時半
 全席指定。Ｓ席9000円、Ａ席

8000円、Ｂ席7000円、Ｕ-25チ
ケットＢ席3000円★

 1024088

★ 同ホールほか市内プレイガイドでチケット発売中

 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

■市の推計人口（7月1日現在）
29万4180人（男：13万9457人、女：15万4723人）
【対前月比】30人減　【世帯数】13万2218世帯

 1019915　  企画調整課613-8397

募　集

お知らせ

同ツアーの様子


