
盛岡りんごモギモギ収穫体験ツアー
農政課内、農業まつり実行委員会
　☎626-7540　ファクス653-2831

秋空の下で盛岡りんごの収穫を体験し
ませんか。園内ではりんご食べ放題！
収穫したりんごは持ち帰りができます。

 10月27日㈯・28日㈰、10時半
~12時半

 下久保農園（川目3）※中の橋たもと
の中津川河川敷に集合し、バスで移動

 各日50人※応募多数の場合は抽選
 小学生以下600円、一般1200円
 はがき・ファクス：代表者の住所と

名前、電話番号のほか、参加者全員
の名前と年齢・学年を明記の上、〠
020-0878肴町2-29市役所農政課
へ送付。10月11日㈭必着。市公式ホ
ームページの申し込みフォームから
も応募できます　  1024289

市立病院内で営業する
売店などの事業者

市立病院総務課　☎635-0101

平成31年度から病院内で売店と自
動販売機を営業する事業者を募集し
ます。応募方法など詳しくは、市立病
院のホームページをご覧ください。

里親を募集
子ども家庭総合支援センター　☎601-2414
県福祉総合相談センター　☎629-9608
子どもに温かい愛情を注ぎ、安定した
家庭的な養育環境を与えてくれる里親
を募集します。里親の条件など詳しく
は、お問い合わせください。

お知らせ

図柄入り盛岡ナンバーを交付
企画調整課　☎626-7534

交付を希望する場合は、全国自動車
標板協議会のホームページの申し込
みフォームや岩手運輸支局（軽自動車
は県軽自動車協会）の窓口で申し込
むか、お近くの自動車販売店・整備工
場に相談してください。交付手数料は、
小型・軽・普通自動車が7730円、大

型車が1万2000円。フルカラーの場
合は、別途1000円以上の寄付金が
必要です。　  1024378

市立総合プールの利用制限
市立総合プール　☎634-0450

10月7日㈰から11月4日㈰までメン
テナンスなどのため利用できません。

 1024280

高齢者世帯などへ寝具類の
無料クリーニングサービス
長寿社会課　☎603-8003

 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など

 電話・窓口：10月9日㈫9時から19
日㈮17時までに、担当のケアマネジャ
ーまたは同課へ申し込み

地域防災リーダー養成講座
消防対策室　☎626-7404

地域で防災活動を行うために必要な
知識を学びます。

 10月12日㈮・13日㈯、おおむね8
時45分~16時20分    300人

 盛岡中央消防署（盛岡駅西通一）
 電話：10月10日㈬17時まで
 1024337

水質検査の受け付け
生活衛生課　☎603-8310

井戸水などの飲料水の水質検査を実施
します。希望する人は、事前に市保健所
6階の同課で専用容器を受け取り、表1の
受付日に水を採取して持参してください。

 ▼簡易検査（11項目）:8470円

▼一般検査（23項目）:2万6610円
 1019002

違反建築防止週間
建築指導課　☎639-9054

10月15日㈪~21日㈰は違反建築防

止週間です。期間中に公開パトロー
ルを実施。また、15日~19日㈮の9時
から17時まで、都南分庁舎2階の同
課で違反建築などに関する相談所を
開設します。　  1001692

日曜日乳がん検診
健康増進課　☎603-8306

平日の受診が難しい人のため、10月21
日㈰に乳がん検診を実施します。医療
機関や受け付け時間など詳しくは、市
公式ホームページをご覧ください。

 1024350

暴力団のない住みよい街を
くらしの安全課　☎603-8008

10月は暴力団追放推進強化月間。「暴
力団を恐れない・金を出さない・利用し
ない」の３ない運動に「交際しない」を加
えたプラスワンの運動を推進しましょう。

▼暴力団追放盛岡市民総決起大会
暴力団情勢についての講演や県警音
楽隊による演奏会

 10月25日㈭14時~16時
 盛岡劇場（松尾町）  1001100

保育所に再就職しませんか
県保育士・保育所支援センター　
☎637-4544・ファクス637-9612

安心して保育所に再就職できるよう必
要な知識や技能を習得する研修を行
います。詳しくはお問い合わせください。

 10月29日㈪9時半~12時
 ふれあいランド岩手（三本柳8）
 電話・ファクス：10月24日㈬17時まで

市有地を売却
管財課　☎613-8340

図の津志田南三丁目の土地を入札で売却
します。条件や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。

▼予定価格：1011万円
 10月31日㈬17時必着　  1008682

図　売却する土地

大規模な土地取引後は届け出を
企画調整課　☎613-8394

大規模な土地を購入したときは、土
地の売買契約を締結した日から2週
間以内に届け出が必要です。詳しく
はお問い合わせください。

 ①市街化区域：2000平方㍍以上
②都市計画区域（①を除く）：5000
平方㍍以上③その他の区域：1万平方
㍍以上

 1001718

ハロウィンジャンボ宝くじ
岩手県市町村振興協会　☎651-3461

宝くじの収益金は市町村の明るく住
みよいまちづくりに使われています。

 販売期間：10月1日㈪~23日㈫
※抽選は10月30日㈫

 1枚300円

赤い羽根で地域の福祉を育てよう
市社会福祉協議会内、市共同募金委員会

　☎651-1000

赤い羽根共同募金にご協力ください。
募金は地域活動推進のために役立て
られます。

 実施期間：10月~来年3月

内丸緑地のヒマラヤスギを伐採
盛岡広域振興局土木部　☎629-6642

県庁前の内丸緑地にあるヒマラヤス
ギ41本を10月以降に伐採します。作
業中は、工事車両の出入りにご注意
ください。日程など詳しくは、お問い
合わせください。

寄付をいただきました
地域福祉課　☎626-7509
学校教育課　☎639-9045

■（一財）岩手社会文化会館
　（伊澤昌

まさ

弘
ひろ

理事長）
10万円。社会福祉のために。
■①仙北中ＰＴＡ②仙北中おやじの会
　（川村浩

ひろし

会長）
①リビング用扇風機と工業用扇風機
各19台。
②ウインド－エアコン４台。
仙北中の学習環境と職員室の環境
整備のために。

※特に記載がない場合、費用は無料

　各種相談 

内容 日時 場所など 問い合わせ

夜間納付相談

①10/9㈫・11日㈭
　17 時半～ 20 時
②10/16㈫~19㈮
　17 時半 ~20 時
③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納税課
③玉山総合事務所税務住民
課（渋民字泉田）

納税課
☎613-8462

成年後見相談 10/5㈮・19㈮
13時半～16時

岩手教育会館
（大通一）

成年後見センタ
ーもりおか
☎626-6112
※要事前申込

リハビリ
相談会

10/12㈮
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

行政困りごと・被
災者支援一日合同

行政相談
10/16 ㈫
10 時 ~15 時半

プラザおでって
（中ノ橋通一）

岩手行政監視行
政相談センター
☎0570-090110

補聴器相談
10/17㈬
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

空き家の売却・リフ
ォーム無料相談会

10/17 ㈬
17 時半～ 20 時半、
11/10 ㈯
9 時 ~12 時

プラザおでって（中ノ橋
通一）

 各12人※10/4㈭9時か
ら先着順に電話受け付け

くらしの安全課
☎603-8008
※要事前申込

無料調停相談会
10/21㈰10時~15時半
※受け付けは15時
まで

県民会館（内丸）
盛岡地方・家庭
裁判所
☎622-3350

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
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

10/7
㈰

大浦内科・歯科クリニック 津志田西二丁目13-3 639-3315
えいづか内科胃腸科クリニック 緑が丘四丁目1-7 663-7788
菊池整形外科・形成外科クリニック 清水町5-22 606-5100
杜のこどもクリニック 向中野三丁目10-6 631-1160
亀楽町通クリニック 菜園一丁目5-19 651-1601
つばさ薬局 津志田西二丁目13-5 632-2166
ハーブ薬局 緑が丘二丁目8-26 665-2288
清水町調剤薬局 清水町5-18 654-7253
リーフ薬局 向中野三丁目10-10 656-5877

10/8
㈪

小豆嶋胃腸科内科クリニック 仙北三丁目13-20 636-1503
石井内科消化器科医院 東緑が丘23-26 662-1615
鈴木整形外科 本宮字石仏20-1 658-0202
村田小児科医院 紺屋町3-4 622-7132
小田中歯科医院 湯沢西三丁目4-1 637-7774
せんぼく調剤薬局 仙北三丁目13-22 635-0330
しんせい薬局 東緑が丘23-8 663-2366
オリーブ薬局 本宮六丁目2-32 631-2165
こんや町薬局 紺屋町3-7 653-1521

10/14
㈰

川村内科医院 志家町4-4 651-6677
内科クリニックすずき 北松園二丁目15-4 662-2888
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
わたなべおしりのクリニック 本宮五丁目1-3 658-1003
さいとう小児科クリニック 月が丘二丁目2-60 643-7171
小野歯科医院 月が丘三丁目32-6 641-6480
サンタウン調剤薬局 北松園二丁目13-1 662-0576
まつや調剤薬局 好摩字夏間木107-3 682-0031
ひだまり薬局 本宮五丁目1-1 658-1313
よつば薬局 月が丘二丁目2-59 643-2888

表１　水質検査受付日
月 簡易検査 一般検査

10月 15日㈪・22日㈪ 22日㈪
11月 12日㈪・19日㈪ 12日㈪
12月 10日㈪・17日㈪ 17日㈪

来年1月 21日㈪・28日㈪ 21日㈪
来年2月 18日㈪・25日㈪ 18日㈪
来年3月 4日㈪・11日㈪ 11日㈪

秋の盛岡はおまつりがいっぱい♪

市場開設50周年記念！ もりおか市場まつり　

第38回盛岡市産業まつり

盛岡広域・盛岡手づくり村秋まつり2018

　生鮮食品流通の要である盛岡中央卸売市場。普
段は見ることができない卸売場にも入れます。見て、
体験して、市場を身近に感じよう！

　実演販売や当日参加できる体験教室など、見て
触れて、家族で楽しめる食と工芸のイベント。この
機会に盛岡の味と技の奥深さを味わおう！

　手作りの技のテーマパーク「盛岡手づくり村」に、盛
岡広域８市町の「味」と「工芸」、「郷土芸能」が大集合。
手作り体験教室に参加して、ものづくりの感動を－。

10/6㈯~8㈪
9時~16時

10/7㈰
9時~14時

10/11㈭~16㈫
10時~19時
※16日は17時まで

クーちゃん
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イベント内容

▼盛岡広域の食と工芸フェア

▼郷土芸能の披露

▼ホームスパン糸紡ぎ・製作実演

▼手づくり体験教室　など
  盛岡手づくり村（繫字尾入野）

☎689-2201　  1020936

イベント内容

▼模擬せり市

▼ものまねタレントショーなど50
　周年記念ステージ

▼食育に関する展示やアトラクション

▼マグロの解体実演　など
  中央卸売市場（羽場10）

☎614-1000　  1020850

イベント内容

▼お楽しみ袋（200個限定）
3000円相当の食品が詰め込まれ
たお楽しみ袋を1000円で販売し
ます。１人１袋まで
  10月11日㈭10時~Ｎ

▼お楽しみスタンプラリー
期間中、催事場内でのお買い物3回ごとに１回応募できます。抽選で特
産品が当たります。

 カワトク（菜園一）  市産業まつり実行委員会☎626-7538
 1020860

広　告 広　告
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け に挑戦挑 29年度3級問題❻（正解は12ページに掲載）
　伝統的な天然染料と手作業による絞り模様が生み出す、岩手県

の代表的な染め物は、その染料から何と呼ばれていますか。
　①朱実染　②緑草染　③橙花染　④紫根染

 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

広報もりおか 30．10．１　　98　　広報もりおか 30．10．1

募　集


