
もりおかインフォ マークの見方と詳しい申し込み方法は、
表紙をご覧ください

第２回 盛岡国際俳句大会

　５・７・５のわずか17音の中に春夏秋冬を表す季語を入れ、自然の美
しさや繊細な心情などを詠みます。近年は海外にも俳句（H

ハ

AI
イ

K
ク

U、三行
詩）の人気が広まり、世界中で親しまれています。

■俳句とは

　昨年初開催し、海外からも含めて6000句を超える投句があった同大会
が、今年も開催されます。この機会に、俳句を詠んで投句してみませんか。

 文化国際課内同大会実行委員会事務局☎626-7524

IBC岩手放送
長谷川拳

けん

杜
と

アナウンサー

　ラジオ番組※がきっかけで俳句を始めました。物知りでないとで
きないイメージがあり、最初は気後れしていましたが、今では句会
に入るほどのめり込むように。俳句を作るようになって、日常の小
さな変化に敏感になりました。道端の草花や、人のちょっとした仕

日常の小さな変化を俳句に

草などを見つけては俳句にしています。
　自分の作った俳句を人に見てもらうときが楽
しいですね。知らない言葉を教わったり、言葉
の順序を変えるだけでより良い句になったり、
自分では気付けない表現に出会えることも魅力
です。
※IBCラジオ「ワイドステーション」のコーナー「拳杜
の俳句で一句」。毎週金曜14時35分ごろ放送中

　11月７日㈯・８日㈰に開催する同大会の事前投句（日本語部門・英
語部門）を受け付けています。今回から、日本語部門には一般の部に加
え、ジュニアの部（中学生以下）を新設しました。

 投句料：３句１組1500円（入選句集付き）※高校生以下と英語部門
は無料（入選句集なし）

 各支所に備え付け、または大会公式ホームページでダウンロードした
専用投句用紙に記入し、〒020-8566志家町６-１ IBC岩手放送内「盛
岡国際俳句大会運営事務局　応募作品集約係」へ郵送。８月２日㈰消
印有効

事前投句募集８/２㈰
まで 大会公式ホームページ

　　　　　はこちら→
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　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間
納付相談

①６/９㈫・11㈭
　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

６/12㈮
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★

補聴器
相談

６/17㈬
① 10時～11時半
② 13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★

事業承継
相談

月曜～金曜※祝日除く
９時～17時

県事業引継ぎ支援センター
（清水町）

同センター
☎601-5079★

★要事前申し込み

望する起業家や、創業希望者を募集
します。対象者や申し込み方法など詳
しくは、同センターのフ
ェイスブックをご覧くだ
さい。

クールビズがスタート！
環境企画課　☎626-3754

夏を涼しく、快適に過ごすため、服装
の工夫などで、家庭や地域で節電に
取り組みましょう。期間中、市役所や
市の各施設では、28度を目安に室温
を管理し、職員は夏の軽装で勤務し
ます。皆さんも市役所には軽装でお
越しください。

 実施期間：9月30日㈬まで
 1022558

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目指しません
か。開催日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。

 ７月８日㈬～10月３日㈯、全13回

ごみ減量資源再利用
推進会議の委員

資源循環推進課　☎626-3716

市のごみ減量・資源再利用の推進に関
し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。

 次の全てに該当する人①市内に１年
以上住んでいる②平成12年４月１日以
前生まれ③過去にこの会議の委員を
務めたことがない④市の他の審議会
などの委員ではない⑤年２回程度の平
日の日中に開催する会議に出席できる

 市役所若園町分庁舎３階の同課
や市役所本庁舎本館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。郵
送は６月26日㈮消印有効。持参は同
日17時45分まで　  1023144

林業振興審議会の委員
林政課　☎626-7541

林業振興に関して意見を述べる委員
を１人募集します。任期は７月１日㈬
から２年間です。

 次の全てに該当する人①林業に関
心がある②市内に１年以上住んでい
る③平成14年７月１日以前生まれ④
市の他の審議会などの委員ではない
⑤年１、２回程度の平日の日中に開
催する会議に出席できる

 市役所肴町分庁舎３階の同課や
市役所本庁舎本館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。郵送は６月15日
㈪消印有効。持参は同日17時まで　

 1030646

水道水源保護審議会の委員
浄水課水質管理センター　☎652-2961

水道水源保護条例などの事項を審議
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。

 次の全てに該当する人①市内に１
年以上住んでいる②平成12年７月９日
以前生まれ③市の他の審議会などの
委員ではない④年１、２回程度の平日
の日中に開催する会議に出席できる

 同センターや市役所本庁舎本館
１階の窓口案内所、各支所などに備
え付け、または上下水道局公式ホー
ムページからダウンロードした応募
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。郵送は６月15日㈪消印
有効。持参は同日17時まで

成人のつどい実行委員
生涯学習課　☎639-9046

　  edu.sgs@city.morioka.iwate.jp

来年１月10日㈰に開催する「市成人
のつどい」の企画・運営を行う実行
委員を募集します。活動日は、７月か
ら来年１月までの火曜または水曜の
18時半~20時半です。

 20人程度※市内在住の新成人（平
成12年４月２日～平成13年４月１日
生まれ）、または運営に参加したい人

 市役所都南分庁舎３階の同課に
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。メールでも受け付け
ます。６月26日㈮必着。持参は同日
17時まで　  1003285

薮川体験農園の利用者
産業振興課　☎683-3852

①貸し農園と②そばオーナー農園の
利用者を募集します。②は収穫した
そばの実を使ったそば打ち体験や試
食、そば粉付きです。※①②合計で
先着40区画、１区画50平方メートル

 利用期間：６月～11月
 ①3000円②5000円
 電話：６月３日㈬９時から
 1008209

後継者人材バンクの登録者
県事業引継ぎ支援センター

　☎601-5079

後継者がいない企業の引き継ぎを希

お知らせ

募　集

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

日 区分 名称 所在地 電話番号

６/７
㈰

金子胃腸科内科 乙部13-135-３ 696-2012
あべ内科･消化器科クリニック 長橋町17-45 605-5311
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
吉野整形外科麻酔科医院 上太田金財93-２ 658-1130
子どもは未来もりおかこどもクリニック 上田字松屋敷11-14 656-1366

吉田歯科医院 中ノ橋通一丁目４-22中
ノ橋106ビル３階 622-4407

オトベ薬局 乙部13-135-１ 675-1151
ナガハシ薬局 長橋町17-40 648-8227
ドラッグコスモス 上太田金財92-１ 656-2255
こなん薬局 上田字松屋敷23-３ 664-1115

６/14
㈰

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

児島内科医院 みたけ三丁目11-36 641-3310
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
とちない脳神経外科クリニック 津志田中央三丁目17-10 637-7000
みうら小児科 中野一丁目16-10 622-9591
上ノ橋歯科クリニック 上ノ橋町１-45 622-4348
大通よつば薬局 大通二丁目７-20 681-4091
けい福薬局 みたけ三丁目11-36 613-2107
調剤薬局ツルハドラッグ盛岡津志田店 津志田中央二丁目17-33 637-9100
なかのユニオン薬局 中野一丁目21-１ 652-6587

※５月31日㈰の休日救急当番医・薬局は５月15日号に掲載しました

診療時間外に具合が悪くなったら

■症状が比較的軽い場合は、「初期救急医療機関」へ
名称 所在地・電話番号 受付時間 診療科目

市夜間急患
診療所

神明町３-29
（市保健所２階）

☎654-1080
19時～23時
※年中無休 内科・小児科

内丸メディカル
センター

内丸19-１
☎613-6111

17時～21時
※平日のみ 内科・外科

市立病院 本宮五丁目15-１
☎635-0101

平日 17時15分～23時 内科・外科☆土・日曜、祝日 ８時半～23時
休日救急

当番医
下記の

休日救急当番医・
薬局のとおり

９時～17時　　　　
※歯科は15時まで　
※薬局は17時半まで

内科・外科
小児科・歯科

薬局
☆ 内科医師のみとなる時があります。事前に市立病院へお問い合わせください

病院名 電話番号

市立病院（本宮五） 635-0101
栃内病院（肴町） 623-1316
遠山病院（下ノ橋町） 651-2111
盛岡つなぎ温泉病院（繫字尾入野） 689-2101
盛岡友愛病院（永井12） 638-2222
川久保病院（津志田26） 635-1305
国立病院機構盛岡医療センター（青山一） 647-2195
八角病院（好摩字夏間木） 682-0201

▼重症患者を優先して受け入れ
岩手医科大学附属病院（矢巾町） 613-7111
岩手県立中央病院（上田一） 653-1151
盛岡赤十字病院（三本柳６） 637-3111

■入院が必要と思われる場合と初期救急医療機関が診療していない時間は、
　「２次救急医療機関」へ
▶受診の際は、医療費とは別に
定額負担料金が必要になる場合
があります。
▶各病院で、その日の当直診療科
が異なります。事前に各医療機
関に問い合わせるか、市医師会の
ホームページをご覧ください。
▶５月15日号に掲載した、症状が
重く入院が必要と思われる子ども
の夜間などの受入病院（６月分）
が変更になりました。変更後の一
覧は７ページに掲載しています。

２次救急医療機関の
受入診療科はこちら

令和元年度３級問題（正解は12ページに掲載）
　中津川の川沿いにある「野の花美術館」に主に展示されているのは、

盛岡にゆかりのある誰の作品ですか。
　①深沢紅子　②五味清吉　③松本竣介　④橋本八百二
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　市は、貴重な水資源の有効利用と道路陥没などの二次災害を
防ぐため、年間を通じて市全域の漏水調査を実施しています。

漏水の調査・発見に協力を  
上下水道局
水道維持課
☎623-1411

漏水調査にご協力ください
　市上下水道局の職員と委託業者の調査員が、調
査のため宅地内まで立ち入る場合があります。建
物内には入りません。調査の結果、漏水が発見さ
れたときは、早急に修繕工事が必要です。不在の
際は、郵便受けなどに「漏水のお知らせ」を投

とう

函
かん

します。修繕工事について説明しますので、同課
へ至急連絡してください。なお、この調査は無料
で、物品の販売をすることはありません。

道路などで漏水を発見したら
　晴れているのに道路がいつも濡れている、きれ
いな水が側溝をいつも流れている―などの場合、
地下の水道管から漏水している可能性があります。
水道管の漏水は、水のにごりや断水、凍結などの
原因になるだけでなく、道路の陥没などの大きな
事故を引き起こす可能性もあります。漏水が疑わ
れたら、すぐに同課へご連絡ください。

調査員は「漏水調査員」の腕
章を付けるか身分証明書を携
帯しています。不審に感じたと
きは証明書の提示を求めるか、
同課へお問い合わせください

腕
章身

分
証
明
書

 同館（愛宕町）と区界高原少年自
然の家（宮古市）　

 15人※20歳以上、過去に同講座
を修了した人を除く

 保険料や野外活動費など別途
 ６月30日㈫必着　
 1030999

鍵かけで無施錠被害をなくそう
くらしの安全課　☎603-8008

市内では、無施錠を狙った侵入・窃
盗の被害が、全国に比べ多く発生し
ています。自宅の鍵かけはもちろん、
短時間でも車や自転車の施錠を心掛
け、大事な財産を守りましょう。　

 1001100

６月は土砂災害防止月間
盛岡広域振興局土木部　☎629-6630

今年のキャッチフレーズは、「避難の
声かけ、安全の確認」。これから大雨
の季節を迎えます。あらかじめ自宅
周辺の土砂災害の危険性や避難情
報の入手方法などを確認し、いざと
いうときに備えましょう。また、避難
するときは、周りの人と声を掛け合
いましょう。
☞関連記事４・５ページ


