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も
り

けんに挑戦
！も

り

け に挑戦挑 29年度3級問題➑（正解は14ページに掲載）
　雪が降り積もる様子として当てはまる、盛岡弁の擬音語はどれですか。
　①ベロベロ　②ハカハカ　③ザングザング　④ノッツノッツ

 日時　  場所　  対象、定員
 費用　  申し込み　  広報ID

マークの
見方もりおかインフォ

　市公式ホームページのトップページにある
検索窓に、広報ＩＤ（7桁の数字）を入力する
と、記事の詳細を見ることができます。

広　告 広　告

市の保健師と看護師
職員課　☎626-7505　

31年度採用の保健師と看護師を12
月3日㈪から募集します。試験は来年
1月27日㈰に行います。

 ①保健師1人※平成元年4月2日
以降生まれ②看護師5人程度※昭和
57年4月2日以降生まれ

 受験案内と申込用紙は、同課や各
支所などに備え付けます。郵送を希
望する場合は、返信先を記入し120円
分の切手（速達での返信を希望する
場合は400円分）を貼った返信用角
２封筒を同封して「受験案内請求」と
明記の上、12月13日㈭までに〠020-
8530（住所不要）市役所職員課へ送
付。申し込みは、応募用紙に必要事
項を記入し、同課へ郵送または持参。
郵送は12月19日㈬消印有効。持参は
同日17時半まで　  1012027

環境審議会の委員
環境企画課　☎626-3754

環境の保全や創造に関する事項を審議
する委員2人を12月4日㈫から募集しま
す。任期は来年3月1日㈮から2年間です。

 次のすべてに該当する人①市内に
1年以上住んでいる②平成11年3月1
日以前生まれ③平日の日中に開く年
3回程度の会議に出席できる④市の
他の審議会の委員でない

 同課や市役所本館1階の窓口案内
所、各支所などに備え付け、または市
公式ホームページからダウンロード
した用紙に必要事項を記入し、12月
21日㈮までに〠020-8531（住所不
要）市役所環境企画課へ郵送または
持参。当日消印有効。持参は同日17
時まで　  1018340

公益活動の紹介ポスター
市民協働推進課　☎626-7535

公益的な活動を広く市民に紹介する
ポスター展で、活動を紹介したい団
体を募集します。必要に応じて、ポス
ター作成もお手伝いします。

 NPO法人、ボランティア団体、町内
会・自治会、地域コミュニティ組織な

ど、市内で公益的な活動を行う団体
 市公式ホームページに掲載する様

式に必要事項を記入し、12月21日㈮
17時までに同課に提出
▶ポスター展

 来年1月18日㈮～3月1日㈮の期
間、巡回で展示

 河南公民館（松尾町）、都南公民館
（永井24）、西部公民館（南青山町）、
渋民公民館（渋民字鶴塚）、上田公民
館（上田四）、市役所本庁舎（内丸）

 1021379

「省エネナビ」で
自宅の環境家計簿をつけよう

環境企画課
☎626-3754　ファクス626-4153

家庭の電気使用量をリアルタイムで計
測できる機器「省エネナビ」で自宅の
環境家計簿をつけ、省エネ活動に取り
組んでくれる人を募集します。費用は
無料で、貸出期間は最長3カ月です。

 1年以上、市内の同じ住宅に住む人
 同課または市公式ホームページに

ある申込書に必要事項を記入し、〠
020-8531（住所不要）
市役所環境企画課に郵
送・ファクス・持参

 1024724

お知らせ

陸前高田市思い出の品
出張返却会

陸前高田市思い出の品　
☎0192-47-4848

東日本大震災で持ち主が分からなく
なった品を返却します。

 12月9日㈰10時半～19時
 もりおか復興支援センター（内丸）

地域福祉推進フォーラム
地域福祉課　☎626-7509

引きこもりの現状と本人・家族への
支援のあり方について、自身も引きこ
もりの経験を持つ、全国ひきこもり
当事者連合会の木村直

な お

弘
ひ ろ

代表理事
による講演とパネルディスカッション。

 12月15日㈯13時～16時
 市総合福祉センター（若園町）

 1021037

いわて就職面接会
ふるさといわて定住財団　☎653-8976

県内に就業場所がある企業との面談
や就職相談など。

 12月15日㈯13時～16時半
 アピオ（滝沢市）
 来年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

家庭的保育者研修
子育てあんしん課　

☎613-8347　ファクス652-3424

子育ての経験などを生かし、家庭や
地域に密着した小規模施設で子ども
を預かる「地域型保育」に従事する
ために必要な研修を行います。

  ▶講義：12月16日と来年1月
20日～2月3日、日曜、全4回、9時半
～16時半、上田公民館（上田四）と西
部公民館（南青山町）▶見学実習：2日
間※日時と場所は別途お知らせします

 20人※地域型保育事業所で保育
に従事することを希望する人

 2592円※テキスト代
 同課または市公式ホームページ

にある申込用紙に必要事項を記入し、
〠020-0884神明町3-29市役所子
育てあんしん課に郵送・ファクス・メー
ル。12月7日㈮必着。ファクス・メール
は同日17時まで　  1021244

岩手ビッグブルズのゲームに招待
岩手ビッグブルズ　☎622-6811

小・中学生と高校生を無料招待します。
 12月22日㈯・23日㈰
 盛岡タカヤアリーナ（本宮五）
 岩手ビッグブルズ公式ホームペー

ジに掲載されている参加申込書に必
要事項を記入し、開催日の3日前まで
にメールまたはファクスで申し込み

成人のつどいの入場券
生涯学習課　☎639-9046

来年1月13日㈰に、盛岡タカヤアリ
ーナ（本宮五）で開催する成人のつ
どいに参加するには入場券が必要で
す。市内に住民登録があるのに入場
券が届いていない人、市外在住で参

加を希望する人は同課にお問い合わ
せください。　  1003281

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

次の期間は大会などにより利用でき
ません。
■みちのくコカ・コーラボトリングリ
ンク：12月15日㈯・16日㈰・18日㈫
■市立総合プール：12月18日㈫

学びの循環推進事業一般コース
は受け付けを終了

中央公民館　☎654-5366
町内会やサークルなどのグループに
登録講師を派遣する「学びの循環推
進事業」は、今年度の一般コースの
受け付けを終了しました。専門コー
ス・まちづくりコースの講師派遣は受
け付け中です。　  1000681

し尿のくみ取りはお早めに
廃棄物対策課　☎626-3755

年末は依頼が集中するため、希望す
る日時にくみ取りができない場合が
あります。早めに業者にお申し込み
ください。　  1001561

12月は歳末たすけあい運動
市共同募金委員会　☎651-1000

「つながり　ささえあう　みんなの
地域づくり」をスローガンに、今年も歳
末たすけあい募金運動が行われます。
お預かりした募金は生活困難世帯や
福祉作業所などに贈られます。

寄付をいただきました

■㈱岩手ファーム（中村徹
とおる

代表取締
役社長）440万円　
㈲ケイアイファウム（渡邊和

か ず

宏
ひ ろ

代表取
締役）100万円
㈱十文字チキンカンパニー（十文字保

や す

雄
お

代表取締役社長）200万円
東日本マジックパール㈱（藤若一

か ず

男
お

代表取締役社長）60万円
地域の農林業振興のために。
■大

や ま

和
と

山
や ま

チャリティーバザー第31回
盛岡会場実行委員会
10万円。社会福祉のために。

※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
①12/4㈫・6㈭
　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

特設人権相談

①12/4㈫②12/11㈫
③12/12㈬
　10時～15時
④12/14㈮
　12時～15時

①ななっく（中ノ橋通一）
②カワトク（菜園一）
③玉山総合福祉センター
　（渋民字泉田）
④都南総合支所（津志田14）

盛岡地方法務局
☎624-9859

成年後見相談 12/4㈫・18㈫
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

12/7㈮
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

空き家の
処分・不動産

無料相談会
12/12㈬
10時～15時

全日本不動産協会県本部
（八幡町）

同県本部
☎625-5900
※要事前申込

補聴器相談
12/19㈬
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

困りごとまるごと
無料相談会

12/20㈭
10時～16時

ふれあいランド岩手
（三本柳8）

市社会福祉協議
会☎651-1000

若者のための
就職相談会

12/22㈯
10時～17時

保科済生堂ビル3階
（盛岡駅前通）

もりおか若者サポ
ートステーション
☎625-8460

▼省エネナビ

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

12/9
㈰

あさくらクリニック 茶畑一丁目8-2 621-3322
かなやま内科医院 浅岸一丁目12-22 621-8680
たかしクリニック 東仙北一丁目3-7 635-5110
村田小児科医院 紺屋町3-4 622-7132
みどりが丘歯科クリニック 緑が丘三丁目4-36 663-5313
ソレイユ調剤薬局 茶畑一丁目8-20 652-2822
エメラルド薬局仙北店 東仙北一丁目3-48 656-5331
こんや町薬局 紺屋町3-7 653-1521

12/16
㈰

佐藤内科クリニック 大通三丁目1-24第三菱和ビル4階 626-1115
中村内科医院 若園町2-5 622-7103
栃内病院 肴町2-28 623-1316
寺井小児科医院 山王町1-9 623-8249
きたがわ歯科クリニック 長田町1-5カシオペアⅢ1階 656-7555
せいりゅう薬局 紺屋町6-24藤井ビル102 623-1511
中津川薬局 肴町8-5 604-2300

※12/2㈰の休日救急当番医・薬局は、11月15日号に掲載しています

旧盛岡競馬場跡地全体の

　エコアス広場や高松公園など、
順次整備を進めてきた同跡地は、
来年3月に高松多目的広場の整備

【問】企画調整課　
☎ 613-8394　ファクス 622-6211

 1024599愛称を募集します

■応募資格
市内に居住または通勤、通学している人

■応募方法
市公式ホームページに掲載、または右
の施設に備え付けの応募用紙に愛称と
必要事項を記入し、12月28日㈮までに
応募箱に投函してください。郵送は同
日必着で〠020-8530（住所不要）市
役所企画調整課へ。ホームページの専
用応募フォームとファクスも同日まで

を終える予定です。今後、たくさん
の人に親しみを持って利用されるよ
う、跡地全体の愛称を募集します。

  図　旧盛岡競馬場跡地 

呼
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す
く
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み
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を
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！

〇市役所本館1階の窓口案内所（内丸）
〇都南総合支所1階の窓口案内所
（津志田14）
〇玉山総合事務所税務住民課
（渋民字泉田）
〇上田公民館（上田四）
〇上田老人福祉センター（上田四）
〇緑が丘地区活動センター（緑が丘三）
〇緑が丘老人福祉センター（緑が丘三）
〇高松老人憩いの家（高松三）

応募用紙と応募箱はこちら

募　集 冬こそ、快適に通勤しよう
　本格的な寒さが到来する季節。自転車やバイクから
マイカー通勤に切り替える人も多く、通勤や通学の時間
帯は渋滞に拍車がかかります。渋滞緩和と地球温暖化
防止のため、できる範囲でバス・鉄道を利用しましょう。

　バスの到着時刻と接近状況をお知らせするの
が、市内80カ所のバス停に設置しているバスロ
ケーションシステム。スマートフォンからは、乗り
たいバスがいくつ前のバス停まで来ているかも
確認することができます。ぜひご利用ください。

冬の自転車利用は控えましょう
　積雪・凍結時の自転車利用は危険が
いっぱい。また圧雪であっても滑りやす
く、路肩が狭くなった車道を走行する
のは、渋滞の原因になるだけでなく、転
倒によるけがや事故につながります。

活用しよう！
バスロケ

冬の道路事情
負の循環

【問】
交通政策課
☎626-7519

バス・鉄道　おススメポイント②
　車の利用を1日10分控えると、テ
レビの視聴を1時間控えた時の約
31倍※3も年間の二酸化炭素排出量
を削減できます。バス・鉄道は、環
境にもやさしい乗り物です。

盛岡市バスロケ

マイカー通勤
が増える

道路に
車が増える

バスが
遅れる

次のホームぺージを参照
※1　岩手河川国道事務所　
※2　環境省　※3　岩手県

バス・鉄道　おススメポイント①
　市街地の朝は道路渋滞が著しく、
市内では通常期の平均時速が25.6
㌔㍍のところ、冬期には13.5㌔㍍※1

という測定結果も。通勤時の自家
用車の乗車人数は平均1.2人※2。た
くさんの人を運べるバス・鉄道の利
用が渋滞緩和につながります。


