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 市民の皆さんへ  その他の団体の皆さんへ

事業者の皆さんへ

■赤ちゃん応援特別給付金（給付：８月～）
　今年４月28日～来年３月31日に生まれ、出生に
より盛岡市に住民登録した子ども１人あたり10万
円を給付します。

 母子健康課☎603-8303

■地域企業家賃補助事業
　売上が半減した、または半減する見込みの中
小企業者に加え、連続する３カ月間の売り上げ
合計が30㌫以上減少した中小企業者に家賃の
２分の１（上限10万円）を最大３カ
月分補助します。※補助対象を拡充し
ました　

 経済企画課☎613-8389

■雇用継続支援金
　労働者を解雇せず、休業させ、休業手当を支払
い、国の雇用調整助成金等の支給を受けた市内
の中小事業者に受給した雇用調整助成金の10
分の１相当額（上限30万円）を給付します。

 経済企画課☎613-8298

■芸術文化創造事業助成金（募集：７月～）
　市内に居住または活動拠点がある芸術文化活
動を行っている個人・団体が、市の芸術文化の振
興に貢献する事業を実施する場合、30万円を上
限に補助します。　  文化国際課☎613-8465

■子ども食堂支援事業補助金（申請：７月～）
　市内の子ども食堂を支援するため、食材や衛
生用品などの購入費用を、開催月あたり５万円を
上限に補助します。

 子ども青少年課☎613-8356

■障がい者就労継続支援補助金（申請：７月～）
　生産活動の減収が大きい、障がい者への福祉
サービス（就労継続支援事業）を実施する事業所
に、活動に要する経費の一部を補助します。

 障がい福祉課☎613-8296

　新型コロナウイルス感染症の影響が続いています。
市民の皆さんの生活を守り、市内経済の安定を図るため、
市は新たに次の支援策を進めます。※時期は予定です

新型コロナウイルス感染症

市の主な緊急経済対策など

感染症対策

新型コロナウイルス
感染症に関する市の
情報は、こちらにも
掲載しています

■避難所における感染防止対策
　避難所に消毒液や非接触体温計、パーテーショ
ン、段ボールベッドなどの物資を整備します。

 危機管理防災課☎603-8031

■介護事業者オンライン面会機器等導入補助金
　（申請：７月～）
　市内の介護事業所や有料老人ホームなどの利
用者と家族などが円滑にコミュニケーションを
図ることができるよう、ＩＣＴ機器などの導入費
用の２分の１（上限５万円）を補助します。

 介護保険課☎626-7562

■中小企業情報発信緊急支援事業
　（募集：７月～）
　市内に本社がある中小企業が、大手就職情報サイ
トに求人情報を掲載する場合、100万円以内で掲載
費用を補助します。　  経済企画課☎613-8298

■大学生等有償インターンシップ事業補助
　（募集：７月～）
　盛岡広域にある事業者※が、市内に住む大学
生・専門学校生などを有償インターンシップとし
て受け入れた場合、賃金のうち１時間につき上限
1000円を補助します。
※盛岡地域雇用開発協会の会員企業、いわてで働こう協
議会が運営する「シゴトバクラシバいわて」登録企業など

 ジョブカフェいわて　☎621-1171

■ひとり親世帯臨時特別給付金（給付：８月～）
　児童扶養手当を受給しているひとり親世帯な
どに、１世帯５万円、第２子以降１人あたり３万円
を給付します。さらに、収入が減少した同世帯な
どに、１世帯５万円を追加給付します。

 子ども青少年課☎613-8354

追加支援策の
お知らせ

　申請期限を過ぎると、同給付金は給付を受けら
れなくなります。手続きは、お早めにお願いします。

 市特別定額給付金コールセンター　☎0120-012760

申請は
８月11日㈫まで

■盛岡の宿応援割（利用：～10月）
　岩手県民の皆さんが市内の宿泊施設を利用す
る際、１人あたり１泊4千円を宿泊料から割り引
きます。※割引額を増額しました

 観光課☎626-7539　  1031508

■プレミアム付商品券（申し込み：８月～）
　対象店舗で使用できる商品券を発行します。
①額面1万2000円の商品券を１万円で販売
②30万円以上のリフォーム工事に6万円
※詳細は、決まり次第広報もりおかなどでお知
　らせします　  経済企画課☎613-8389 ■盛岡産農畜産物応援スタンプラリー

　（８月上旬～10月上旬）
　地産地消認定店舗「盛岡の美

う

味
ま

いもんアンバサ
ダー」と市内の産直をめぐるスタンプラリー。スタン
プを集めた人に、抽選でプレゼントを進呈します。

 食と農の連携推進室☎626-2270

■黒毛和牛
　消費拡大キャンペーン（７月下旬～８月下旬）
　市内の飲食店が多彩な黒毛和牛料理を一斉に
提供。対象店利用者に、抽選でプレゼントを進
呈します。　  農政課☎613-8457

買って・泊まって
盛岡を元気に！

特別定額給付金
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子育て情報ひろば 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

都南図書館（永井24）
☎637-3636

 各５組※開始30分前から２階おは
なしルーム前で受け付け

 1000831
■おとぎのへや（♥）

 毎週土曜、14時半～15時
■だっこおはなし会

 ７月28日㈫10時45分～11時10分
 ４カ月～１歳半の子と保護者

■おはなしのじかん
 ８月12日㈬11時～11時半
 ０歳～２歳の子と保護者

渋民図書館（渋民字鶴塚）
☎683-2167

■えほんのへや（♥）
 ８月５日㈬15時半～16時
 1000842

上田公民館（上田四）
☎654-2333

■なかよしおはなし会
 ７月22日㈬・８月12日㈬、10時半

～11時　  幼児と保護者

本 と の ふ れ あ い
（♥）は幼児～小学生が対象の催しです。

 1000698

西部公民館（南青山町）
☎643-2288

■ふたばわらべうた・おはなし会
  ８月19日㈬10時～10時40分

は１歳3カ月～３歳の子と保護者、10
時50分～11時10分は０歳～１歳３カ
月の子と保護者　

 1030304

松園地区公民館（東松園二）
☎661-8111

■夏休みお楽しみ映画会
「星の王子様」など３本を上映。

 ８月５日㈬14時～15時
 小学生※保護者も同伴可
 1031232

■おやとこひろば
絵本の読み聞かせや軽運動、育児相
談など。

 ８月７日㈮10時～11時半
 0歳～就学前の子と保護者
 1029794

離乳食教室
母子健康課　☎603-8303

初めての離乳食の不安を解消するた
めの講話。※グループでの申し込み
はお控えください

 ８月11日㈫・25日㈫、10時～11時
 市保健所（神明町）
 各10組※令和２年４月生まれの子

と初めて子育てしている母親
 電話：７月28日㈫14時から
 1002133

パパママ教室～日曜コース～
母子健康課　☎603-8303

妊娠中の健康管理や赤ちゃんのお風
呂の入れ方を学びます。

 ８月30日㈰10時～12時と13時半
～15時半

 市保健所（神明町）
 各15組※12月に出産予定の初妊婦

と夫　  電話：８月21日㈮14時から
 1002116

こんにちはママさん講座
「とことこコース」

とりょう保育園地域子育て支援センター
（以下、とりょう支援センター）☎651-8580

育児についてのアドバイスや、スクー
ルカウンセラー・保健師の講話、母親
同士の交流など。

 ９月15日㈫・24日㈭・10月１日㈭、
全３回、10時～11時半　

 西部公民館（南青山町）
 20組※平成30年９月～令和元年８

月に生まれた子と保護者　  200円
 電話：８月５日㈬10時から

一緒に楽しもう親子
向け

親子でふれあい遊び
とりょう支援センター　☎651-8580
 1002663

▶市立保育園（10園）の一斉開放
園児と遊んだり、保育園の遊具や園
庭で遊びます。

 ７月21日・28日・８月11日、火曜、
９時半～11時

 就学前の子と保護者、妊婦

▶ぴよぴよルーム
親子での遊びのほか、離乳食や赤ち
ゃんとの遊び方など子育ての悩みを
相談できます。

 ８月４日㈫10時～11時半
 高松地区保健センター（上田字毛

無森）　  0歳の子と保護者

親子で楽しむ星空観察
乙部地区公民館　☎696-2081

 ７月31日㈮19時～21時
 ５組※小学生と保護者
 電話：７月20日㈪10時から

エコバッグを作ろう！
上田公民館　☎654-2333

おつかいが楽しくなる手縫いの布製
エコバッグを作ります。

 ８月１日㈯10時～12時
 ６組12人※小学生と保護者
 400円程度　
 電話：７月21日㈫10時から　
 1026194

まちしり隊こども組
おウチで万灯祭り

河南公民館　
☎622-2258　ファクス622-1910

盛岡に古くから伝わる「万
ま ん

灯
と う

祭り」に
ついて学び、万灯風ランプづくりに挑
戦します。

 ８月２日㈰９時半～16時
 10人※小学生。保護者も同伴可
 500円
 電話・ファクス・窓口：７月26日㈰21

時半まで※定員を超えた場合は抽選

パステルアート教室
松園地区公民館　☎661-8111

パステルというカラフルな画材を使っ
て自由に絵を描きます。

 ８月４日㈫10時～12時
 15人※小・中学生と保護者。子ど

ものみでも可　  100円
 電話：７月27日㈪17時まで※定員

を超えた場合は抽選　  1031232

摘みたてブルーベリーを
まるっとクッキング！
上田公民館　☎654-2333

新鮮なブルーベリーを使って、パイなど
のお菓子を作りながら交流を深めます。

 ８月５日㈬８時半～14時
 10組20人※小学生と保護者
 1360円　
 往復はがき：必要事項の他、学校

名・学年を記入し、〠020-0066上
田四丁目１-１上田公民館へ郵送。７月
24日㈮必着　  1019648

環境学習講座　エコキッズ
環境企画課　☎626-3754

 各15組※３歳～小学生と保護者
 各28円 
 電話：７月20日㈪10時から

■生き物みっけ！
エコアス広場（上田字上堤頭）周辺
にいる昆虫を観察します。

 ８月５日㈬９時～10時半
 1031490

■森っ子探検隊！
沢に住む生き物の観察と遊び体験。

 ８月22日㈯10時～12時
 都南つどいの森（湯沢１）
 1031491

親子夏休み工作教室
西部公民館　☎643-2288

区界産の木を使って自由に工作します。
 ８月８日㈯10時～12時
 ７組※小学１～３年生と保護者　
 電話：７月21日㈫11時から

すくすくキッズ体操教室
盛岡体育館　☎652-8855

✉ moritai-sportsclub@morioka-sport.or.jp

マット運動やとび箱、縄跳びなどで
運動します。

   表のとおり
 メール：必要事項の他、生年月日と

きょうだいの同伴の有無を記入し、送
付。７月25日㈯必着　  1024913

手すきハガキをつくって
絵手紙を送ろう

都南公民館　☎637-6611
牛乳パックから手すきハガキを作り、

大切な人に絵手紙を描いて送ります。
 ８月８日㈯・９日㈰、全２回、10時

～12時
 ６組※小学生と保護者
 電話・窓口：７月19日㈰10時から

夏休み！カッパおじさんに会いに行こう
上田公民館　☎654-2333

遠野市の伝承園やカッパ淵を見学します。
 ８月８日㈯９時～16時まで
 集合は同公民館
 20人※小学生　  250円
 往復はがき：必要事項の他、学校

名・学年を記入し、〠020-0066上
田四丁目１-１上田公民館へ郵送。７月
25日㈯必着　  1016148

子どもスペシャル（夏）
渋民公民館　☎683-2354

県民の森キャンプ場から七滝までの
ハイキングと木工体験。

 ８月９日㈰８時～15時
 県民の森周辺、森林ふれあい学

習館（八幡平市）
 集合は同公民館
 20人※小学生と保護者　  30円
 電話：７月18日㈯９時から

自然の中で遊びつくそう！
区界高原少年自然の家

☎0193-77-2048
✉ sizennoie@city.morioka.iwate.jp

■区界ファミリーデー
①兜

かぶと

明
みょう

神
じん

岳登山②水晶探し。
 ８月10日㈪９時～12時50分
 各30人※①小・中学生と保護者

②中学生までの子と保護者
 はがき・ファクス・メール：詳しくは、

市公式ホームページをご覧ください。
７月27日㈪必着　

 1027017
■区界土遊塾
閉

へ

伊
い

川の特設いけすで、イワナのつ
かみ取り。昼食はイワナの塩焼きと
冷やしうどんです！

子育てを応援親
向け

表　すくすくキッズ体操教室の日時や対象など
組名 日時 定員 対象（費用）

パンダ組 ７/27～９/14、月曜
全６回、14時半～16時

各
17組

平成28年４月２日～30年４月１日生まれの
子と保護者（１組5940円）

コアラ組 ７/30～９/17、木曜
全６回、10時～11時

平成29年４月２日～30年12月31日生まれの
子と保護者（１組3960円）

きりん組 ７/31～９/11、金曜
全６回、14時半～16時

平成27年４月２日～29年４月１日生まれの
子と保護者（１組5940円）

 ８月29日㈯・30日㈰、９時～14時
 各25人※小・中学生と保護者
 各1300円
 はがき・ファクス・メール：詳しく

は、市公式ホームページをご覧くださ
い。８月５日㈬必着

 1031485

ベビーダンス教室
盛岡タカヤアリーナ　☎658-1212

 ８月17日㈪・24日㈪・９月２日㈬・９
日㈬・18日㈮、全５回、10時～11時半

 20組※首の据わった３～24カ月
の子と保護者　  4400円

 電話：７月18日㈯10時から
 1026546

それいけ！キャラホール探検隊
都南公民館　☎637-6611

イワナのつかみ取りや森林探検、流
しそうめん体験など。

 ８月４日㈫９時～15時半
 都南つどいの森（湯沢１）
 集合は同公民館
 15人※小学３～６年生
 １300円
 往復はがき：必要事項の他、学校

名・学年、保護者氏名を記入し、〠

わくわく体験子
向け

020-0834永井24-10-１都南公民館
へ郵送。７月25日㈯必着

こどもエンゲキ体験・
はじめの一歩！～夏組～

盛岡劇場
☎622-2258　ファクス622-1910

友達の輪を広げながら、演劇づくり
の楽しさを体験します。

 ８月５日㈬～10日㈪、全６回、13
時～16時半※９・10日は10時～16時

 20人※小学３年～中学３年生
 3000円
 電話・ファクス・窓口：７月21日㈫

必着※定員を超えた場合は抽選

原敬生家で寺子屋
原敬記念館　☎636-1192

▶手習い編
原敬が幼少時代を過ごしたかやぶき
屋根の生家で、習字に挑戦します。

 ８月８日㈯10時～11時
 ５人※市内または近郊に住む小学

生。１・２年生は保護者同伴
 電話：７月23日㈭10時から

▶自由研究サポート編
原敬の生き方や業績などをテーマに
した自由研究をサポートします。

 ８月８日㈯13時半～16時
 小・中学生※小学１・２年生は保護

者同伴

夏は子ども科学館で楽しもう！

■特別展2020「錯覚美術館」
数理工学者の杉原厚

こ う

吉
き ち

教授などによ
る錯覚・錯視の作品を展示。岩手ゆ
かりのグラフィックデザイナー福田繁

し げ

雄
お

さんの紹介コーナーもあります。
 ７月22日㈬～８月23日㈰
 300円※就学前の子は無料。ただ

し保護者同伴
 1027146

■夏休み実験工作教室
①滑るように動くホバークラフト作
り②白熱電球の熱を利用した、絵が
回転する灯籠作り。

 ①７月30日㈭・８月３日㈪・５日
㈬②７月31日㈮・８月４日㈫・６日㈭

 各18人
 ①各1000円②各1300円
 電話：７月18日㈯９時～

29日㈬16時　  1024082

■スペシャルワークショップ「スライム」
化学反応で感触が変わるスライムを
作ります。

 ８月１日～16日、土・日曜と祝日、
10時半～11時・11時半～12時・14時
半～15時・15時半～16時

 各６人　  各100円
 電話：７月22日㈬９時～開

催前日の16時　  1025523

■ワークショップ「たねコプター」
くるくると回りながら落ちる種の模
型を作ります。

 ８月22日～30日、土・日曜、14時
半～14時45分・14時50分～15時５
分・15時10分～15時25分・15時半
～15時45分・15時50分～16時５分

 各４人
 各100円※展示室入場料が必要
 1026275

ども

当番病院一覧
中央 県立中央病院
上田一丁目４-１☎653-1151

日赤 盛岡赤十字病院
三本柳６-１-１☎637-3111

国立 国立病院機構盛岡医療
センター

青山一丁目25-１☎647-2195

診療時間外に子どもの具合が悪くなったら…

８月
日 月 火 水 木 金 土

１
国立

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
中央 日赤 中央 国立 日赤 国立 中央
９ 10 11 12 13 14 15
日赤 中央 中央 国立 中央 日赤 国立
16 17 18 19 20 21 22
中央 中央 日赤 国立 中央 日赤 中央
23 24 25 26 27 28 29
中央 日赤 中央 国立 日赤 中央 中央
30 31
日赤 中央

 17時～翌朝９時※土曜は13時～

　市医師会ホームページでは、子どもの症状か
らみた医療機関の受診の仕方や、盛岡の子ども
の救急についての情報を掲載しています。

盛岡市医師会

※新型コロナウイルス感染の
拡大状況により、当番病院を
変更する場合があります。市
医師会のホームページを確認
した上で受診してください

　日曜・祝日の日中（９時～ 17 時）は「休日救急当番医」を、夜間
（19 時～ 23 時）は「市夜間急患診療所」を受診してください。（５ペー
ジ参照）　※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

 子ども科学館☎ 634-1171

■症状が重い場合は小児救急入院受入当番病院へ
　症状が重く入院が必要と思われる子どもと、休日救急当番医や市夜
間急患診療所が診療していない時間帯に急病の子どもを受け入れます。



健康ひろば 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

４ 広報もりおか ２. ７. 15 広報もりおか ２. ７. 15　 ５

広　告 広　告 広　告広　告広　告

実施日 名称 所在地 電話番号
８/２㈰ 村上整骨院 青山一丁目２-16 645-2313
８/９㈰ コスモ整骨院 緑が丘四丁目１-50アスティ緑が丘205号 681-3328
８/16㈰ みかわ接骨院 西仙北一丁目31-34フラットキュー１階Ａ 681-2577
８/23㈰ もとみや整骨院 本宮三丁目24-１ 677-8427
８/30㈰ 接骨院りゅう 本宮一丁目15-15 636-0066

接骨院の休日当番  受付時間：10時～16時
※当番院が変更になることがあるので、事前に電
話で確認してから利用してください

結核レントゲン集団検診のお知らせ　　
　
　表４のとおり結核レントゲン集団検診をします。６月下旬に送付した受診券
に必要事項を記入し、会場へお越しください。　  1006625

　      

ランチの一例

もりおか健康21 プランシリーズ
 健康増進課☎603-8305若いうちから始めよう　健康食生活！

■定食スタイルで健康食に
　必要な栄養が一度に取れる主食・主菜・副菜が
そろった食事が理想的です。

　平成30年度の市民アンケート結果によると、普段から朝食を食べ
る割合は、全体の87.7㌫に比べ、青年期（19歳～39歳）は75㌫と少
なく、４人に１人は毎日朝食を食べる習慣がないことが分かりました。
特に朝食は体の代謝を高め、肥満や生活習慣病を予防するために重
要な食事です。自分の食生活を今一度見直してみましょう。

■健康的な食事リズムの例
朝食を食べると体温が上がり、消化器が目覚める。
☞起床後１時間以内に食べるとさらに代謝がアップ！

食事リズムを整えるためには、12時前後に昼食を食べ
るのが理想。
☞昼は１日のうちで最も代謝が良い時間です

おやつは16時までに。
☞遅い時間の間食は、夕食まで血糖値が下がらないた
めお腹がすかず、夕食時間が遅くなる原因になります

夕食はできるだけ20時までに。
☞20時を過ぎると体内時計が脂肪の蓄積モードに切り
替わり、脂肪を溜め込む状態になります

たんぱく源の
魚や肉、卵、大豆

製品を主菜に

汁物を具だくさんに！
（第２の副菜）

脳のエネルギー
源となる糖質を含む主

食を取りましょう

ビタミン、ミネ
ラルの豊富な野菜・海
藻・キノコ・こんにゃく
類（生野菜や冷凍野菜
でも簡単に作れます）

からあげが
主菜

サラダが
副菜

おにぎりが
主食

■コンビニでもバランスの
　良い食事に近づけよう

診療時間外に具合が悪くなったら

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

７/23
㈭

あべ菜園内科クリニック 菜園二丁目５-29 623-7000
石井内科消化器科医院 東緑が丘23-26 662-1615
ヒロバランスクリニック 松園二丁目37-10 664-6037
川久保病院 津志田26-30-１ 635-1305
見前歯科クリニック 西見前15-４-４ 637-8803
公園通薬局 菜園二丁目５-29菜園志和ビル１階 626-5656
しんせい薬局 東緑が丘23-８ 663-2366
マリーン薬局 松園二丁目37-８ 664-0566
オーロラ薬局 南仙北三丁目２-30 635-1233

７/24
㈮

たけ循環器内科クリニック 北飯岡一丁目２-70 656-5855
三愛病院 月が丘一丁目29-15 641-6633
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
けやき整形外科クリニック 上田一丁目１-35 656-1677
中村こどもクリニック 上厨川字杉原50-47 648-7711
いけだ歯科口腔外科 南大通二丁目10-27 604-7061
本宮センター薬局 北飯岡一丁目２-71 656-5867
月が丘薬局 月が丘一丁目29-７ 648-3939
みずほ薬局月が丘 月が丘一丁目29-16 601-8211
リープ薬局 上田一丁目１-35 601-3030
ミルキー薬局 上厨川字杉原50-48 646-0369

■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

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
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

■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。

※７月19日㈰の休日救急当番医・薬局は７月１日号に掲載しました

日 区分 名称 所在地 電話番号

７/26
㈰

開運橋消化器内科クリニック 大通三丁目９-３菱和開運メディカ
ルビル２階 613-3336

おいかわ内科クリニック 上田一丁目18-46 622-7400
見前ファミリークリニック 三本柳12-20-１ 632-6300
杜のこどもクリニック 向中野三丁目10-６ 631-1160
ノリ・デンタルクリニック 北飯岡一丁目２-71 656-5686
銀河薬局開運橋店 大通三丁目９-３ 601-5562
あおば薬局上田店 上田一丁目18-50 622-0370
ミルマエ調剤薬局 三本柳12-21-４ 614-0071
リーフ薬局 向中野三丁目10-10 656-5877

８/２
㈰

かつら内科クリニック 本宮字小板小瀬13-２ 658-1223
旭橋クリニック菊池循環器内科 材木町２-26近三ビル３階 653-8511
秋浜内科クリニック 渋民字駅103 683-2333
くわた脳神経外科クリニック 北飯岡一丁目２-68 656-5636
さいとう小児科クリニック 月が丘二丁目２-60 643-7171
川久保病院歯科口腔外科 津志田26-30-１ 635-6215
クローバー薬局 本宮小板小瀬13-３ 656-2011
どんぐり薬局材木町 材木町２-26 652-9177
たくぼく薬局 渋民字駅104 669-5800
本宮センター薬局 北飯岡一丁目２-71 656-5867
よつば薬局 月が丘二丁目２-59 643-2888

市医師会ホームページ▶

 7月27日㈪～30日㈭、６時20分
～７時※雨天中止

 盛岡城跡公園（内丸）、県営運動公
園補助競技場（みたけ一）、都南中央公
園（永井24）、松園中央公園（松園二）、
渋民小（渋民字鶴塚）　  1031417

食のボランティア養成教室
健康増進課　☎603-8305

食生活や健康づくりに関する知識を
講話や運動などで学び、食生活改善
推進員として地域で健康づくりのた
めのボランティア活動をします。

 ８月７日・９月11日・10月９日・11
月13日・12月４日・１月15日・２月26
日、金曜、全７回、10時～14時

 市保健所（神明町）　  12人
 1900円程度
 電話：７月20日㈪10時から
 1006494

元気はなまる筋力アップ教室
長寿社会課　☎613-8144

介護予防のための筋力アップ体操な
ど。必ず事前申し込みが必要です。

   表１のとおり※65歳以上
 電話：７月20日㈪から各開催初日

の前日まで※定員になり次第締め切り
 1003803

すてきなキッチン♪栄養教室
健康増進課　☎603-8305

脂質異常症予防のための調理の工夫を
講話で学びます。参加者にはＭ

モ リ オ

ＯＲＩＯ
－Ｊポイントが付きます。

 ８月20日㈭10時～11時半
 市保健所（神明町）　  12人
 電話：８月６日㈭10時から
 1024017

健康づくり！マッサージ等指導教室
長寿社会課　☎603-8003

マッサージ師から軽体操とセルフマ
ッサージ方法の指導を受けられます。
タオルと飲み物持参。

   表２のとおり※60歳以上
 電話　  1003805

脳と身体の健康講座
見前南地区公民館　☎601-6735

「睡眠」「血管と脳」「嚥
え ん

下
げ

」につい
て講話で学び、音楽やボイストレーニ
ングで楽しく脳を鍛えます。

 ８月28日㈮・９月４日㈮・９日㈬、
10時～12時　  各20人

 電話・窓口：８月７日㈮10時から

 保健予防課☎603-8308

表２　マッサージ等指導教室の日程※当日は検温とマスクの着用をお願いします
期日 時間 会場（所在地） 定員 申し込み

８/４㈫
10時～12時

愛宕山老人福祉センター（愛宕町）

各12人
７/21㈫
10時～８/７㈮ 松園老人福祉センター（西松園二）

８/17㈪ 津志田老人福祉センター（津志田西二） ７/21㈫
14時～８/19㈬ 13時半～15時半 青山地区活動センター（青山三）

表４　結核レントゲン集団検診の日程
期日 会場 所在地 時間

７/30㈭

津志田小学校 津志田中央一 ９：30～10：50
県農協情報電算センター 黒川７ 11：20～11：40
乙部公民館 乙部６ 13：10～13：30
乙部地区コミュニティ消防センター 乙部28 14：00～14：20
ジョイス盛岡東安庭店 東安庭一 14：50～15：20

７/31㈮
ジョイス盛岡緑が丘店 緑が丘二 ９：30～11：00
業務スーパー館向店 館向町 11：30～12：00
浅岸公民館 浅岸二 13：30～14：00

８/４㈫
いわて生協ベルフ青山 青山四 ９：30～10：30
みたけ地区活動センター みたけ四 11：00～11：30
西部公民館 南青山町 13：00～14：20

８/５㈬ 都南地区保健センター 津志田14 ９：30～11：30
Ａコープ湯沢店 湯沢東一 13：00～14：30

８/６㈭
ユニバース鉈屋町店 鉈屋町 ９：30～10：50
盛岡劇場 松尾町 11：20～11：50
マルイチ材木町店 材木町 13：30～14：30

８/７㈮

厨川小学校 前九年一 ９：20～９：50
緑が丘地区活動センター 黒石野二 10：30～11：50
高松地区保健センター 上田字毛無森 13：30～14：00
松園地区公民館 東松園二 14：30～15：00

８/18㈫

Ａコープ湯沢店 湯沢東一 ９：30～10：00
津志田小学校 津志田中央一 10：30～11：00
見前児童センター 西見前13 11：30～11：50
都南地区保健センター 津志田14 13：30～14：10
仙北地区活動センター 仙北二 14：30～15：00

８/19㈬
ジョイス盛岡東安庭店 東安庭一 ９：30～10：00
盛岡第四高等学校 津志田26 10：40～11：30
市保健所 神明町 13：30～14：20

８/20㈭
上田中学校 上田二 ９：30～10：00
いわて生協ベルフ山岸 山岸二 10：30～12：00
ジョイス本町店 本町通一 13：30～14：40

８/21㈮
県青少年会館 みたけ三 ９：30～10：00
青山地区活動センター 青山三 10：30～11：40
土淵地区活動センター 前潟四 13：30～14：00

※７月29日㈬以前の日程は６月15日号に掲載しました。９月９日㈬以降の日程は８月
１日号に掲載します

市民早起きラジオ体操の会
スポーツ推進課　☎603-8013

表１　元気はなまる筋力アップ教室の日程
期日 時間 会場（所在地） 定員 申し込み

８/３㈪・９/７㈪・
10/５㈪・11/２㈪

10時～11時半

本宮老人福祉センター
（本宮四） 各18人

セントラル
スポーツ

クラブ
☎653-9011
10時～17時
※平日のみ、
水曜は15時～

８/４㈫・９/１㈫・
10/６㈫・11/10㈫

仙北地区活動センター
（仙北二） 各30人

８/６㈭・９/３㈭・
10/１㈭・11/５㈭

中野地区活動センター
（東安庭字小森） 各17人

８/17㈪・９/14㈪・
10/12㈪・11/９㈪

仁王老人福祉センター
（名須川町） 各18人

８/24㈪・９/28㈪・
10/26㈪・11/30㈪

桜城老人福祉センター
（大通三） 各18人

８/25㈫・９/15㈫・
10/20㈫・11/17㈫

加賀野公民館（加賀
野四） 各15人

８/26㈬・９/23㈬・
10/28㈬・11/25㈬ 13時半～15時 山岸老人福祉センター

（下米内一） 各15人
８/11㈫・10/13㈫ ①10時～10時40分

②11時10分～11時50分
青山地区活動センター
（青山三） 各40人

長寿社会課
☎613-8144
10時～17時
※平日のみ

９/８㈫・11/10㈫
８/19㈬・９/16㈬・
10/21㈬・11/18㈬ 13時半～14時半 永井地域交流活性化

センター（永井23） 各60人
８/20㈭・９/15㈫・
10/15㈭・11/17㈫

①13時半～14時10分
②14時40分～15時20分 川徳（菜園一） 各30人

 1031535

つどいの森で健康づくり
都南老人福祉センター　☎638-1122

60歳以上の人を対象に表３の健康教
室を開催します。

表３　健康教室の日程など
期日 時間 教室名 定員 費用

８/７㈮
10時半～
11時半

笑いヨガ 15人 無料
８/20㈭ ツボでセル

フケア体操 各
10人

500円

８/28㈮ ピラテス体
操教室 500円

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

 電話：７月18日㈯10時から
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もりおか女性センター
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10

☎604-3303

■男性のための交流分析講座「フレキ   
　シブルに考える力を身につけよう！」
公認心理師・臨床心理士の土屋文

ふ み

彦
ひ こ

さんを講師に、人との関わり方や柔
軟に生きるためのヒントを学びます。

 ８月28日～９月11日、金曜、全３
回、18時半～20時半

 ８人
 電話：７月20日㈪12時から
 1017368

キャラホール・都南公民館
〠020-0834 永井24-10-１

☎637-6611

■キャラホールジャズ鑑賞講座
　「マイ・フェイヴァリット・ジャズ」
生演奏などでジャズの魅力に迫ります。

 ８月18日㈫・25日㈫・９月１日
㈫・９日㈬・15日㈫、全５回、19時～
20時半

 70人　  2000円
 窓口・電話：７月18日㈯10時から

■古典文学入門講座
「百人一首」を読み解きます。

 ８月28日～９月25日、金曜、全５
回、９時半～11時半

 30人　  1000円
 往復はがき：８月13日㈭必着

■大西順子トリオ
日本のジャズ界を牽

け ん

引
い ん

するピアニス
ト大西順

じゅん

子
こ

とベース井上陽
よ う

介
す け

、ドラム
ス吉

き

良
ら

創
そ う

太
た

による演奏。
 ９月22日㈫17時～19時
 全席指定。一般5000円、Ｕ-25チ

ケット2500円
 ７月30日㈭から同ホールと市内

各プレイガイドで発売※６月25日か
ら延期　

 1031524

■チケット払い戻しのお知らせ
▶S

ス ラ イ ド

LIDE M
モ ン ス タ ー ズ

ONSTERS（公演中止）
同公演のチケットの払い戻しは、７月
31日㈮までです。チケットを購入し
た場所で受け付けします。

姫神ホール
〠028-4132 渋民字鶴塚55

☎683-3526

■姫神ホールピアノの開放（夏）
スタインウェイのフルコンサートピア
ノ「D-274」を開放します。

 ８月19日㈬～23日㈰、10時～20時
 鍵盤楽器の演奏経験者。高校生

以下は保護者同伴
 １時間1000円
 窓口・電話：７月21日㈫９時から
 1031526

■民謡講座～三味線編～
三味線の弾き方を基礎から学び、「外
山節」や岩手の民謡を練習します。
※三味線の貸し出し有り（有料）

 ９月２日～10月28日、水曜、全８回、
13時半～15時半※９月23日を除く

 ６人※18歳以上の初心者
 3000円
 窓口・電話：７月22日㈬９時から
 1031527

盛岡体育館
〠020-0066 上田三丁目17-60

☎652-8855

■骨盤ストレッチ
 ７月27日・８月３日・24日、月曜、

１０時半～11時半
 各７人※50歳以上の女性
 各550円
 電話：７月18日㈯10時から
 1031450

■ナイトピラティス教室
 ７月27日・８月３日・24日、月曜、

全３回、19時～20時
 10人※18歳以上　  2211円
 電話：７月18日㈯10時から
 1031453

■骨盤m
ム ー ブ

ove
骨盤周りの筋肉をほぐし、骨盤を正
しい位置に安定させる体操をします。

 ７月28日～９月８日、火曜、全５
回、10時半～11時半

 12人※20歳以上の女性
 2750円
 電話：７月18日㈯10時から
 1031451

■コンディショニング＆ピラティス
 ８月４日～９月29日、火曜、全５

回、14時半～15時半
 12人※女性　  2750円
 電話：７月19日㈰10時から
 1031452

みちのくコカ・コーラ
ボトリングリンク

〠020-0866 本宮五丁目３-３
☎601-5001

　 icerink@morioka-sport.or.jp

■カーリング教室
　①平日コース②エンジョイコース
　③ステップアップコース
カーリングを楽しみながら上達を目
指します。

 ①水曜②金曜③土曜、①②13時
～15時③10時～12時

 各８人※６～80歳（③は70歳ま
で）①未経験者～中級者②経験者～
競技者③愛好者、競技者

 ①③1200円②1000円
 窓口・電話・メール：随時受け付け
 ①1022720②1031423

③1023233
■夏休みキッズカーリング教室
　①低学年初めてコース
　②高学年初めてコース
カーリングの基本の動きや用具の使
い方、ルールなどを学びます。

 ７月27日㈪～29日㈬、全３回、①
15時～16時②16時半～17時半

 各８人※①は小学１～３年生②は
小学４～６年生。いずれも未経験、初
心者の人　  各2500円

 ７月17日㈮10時から
 ①1031426②1031425

■夏休みキッズカーリング教室
　～チャレンジコース～
ミニゲームなどをします。

 ８月３日㈪～５日㈬、全３回、16時
～17時半　  16人※経験のある小
学生　  3000円

 電話：７月17日㈮10時から

 1013424

市立武道館
〠020-0882 住吉町３-12

☎654-6801

 電話：７月18日㈯12時から
■健康ヨガ
ストレッチを含むヨガポーズや姿勢
を整える柔軟体操などをします。

 ８月21日～10月23日、金曜、全
10回、10時～11時半

 15人※高校生を除く18歳以上
 7700円　  1028032

■ピラティス無料体験教室
 ８月25日㈫10時～11時半
 10人※高校生を除く18歳以上
 1031422

■トーンアップ・ピラティス
エクササイズで自律神経を整えなが
ら筋力アップを目指します。

 ９月１日～11月24日、火曜、全８
回、10時～11時半　

 10人※高校生を除く18歳以上
 5280円　  1031421

サンライフ盛岡
〠020-0861 仙北二丁目４-12

☎635-9600

■ステキにマーブルアート～ウインド
　ーシャンデリアを作ろう！～
ビー玉を使って部屋の空間を彩る飾
りを作ります。

 ８月１日㈯13時半～16時半
 ８人　  2300円
 電話：７月18日㈯10時から

■ヨガ d
デ

e 学ぶ歩き方
ヨガの動きを活用して、普段の歩き方
の癖を直します。

 ８月29日㈯、10時～11時半と13
時半～15時　  各10人

 各500円
 電話：７月21日㈫10時から

もりおか町家物語館
〠020-0827 鉈屋町10-８

☎654-2911
　machiya@iwate.arts.jp

■朗読劇「高橋克彦百物語」

イベント情報 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。

市在住の作家、高橋克
か つ

彦
ひ こ

さんの怪談
を朗読劇で上演します。

 ８月１日㈯・２日㈰・８日㈯・９日
㈰、14時～15時半と18時～19時半
※２日・９日は14時～のみ

 各50人　  各1000円
 電話・メール：７月18日㈯10時から
 1031449

上田公民館
〠020-0066 上田四丁目１-１

☎654-2333

■エンジョイ！生き生きライフ
市内の歴史巡りやピラティス、八幡
平自然散策をします。

 ８月20日㈭・９月24日㈭・10月２
日㈮、全３回※各日で時間は異なり
ます　  20人　  1160円

 往復はがき：７月30日㈭必着
 1019360

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１

☎643-2288

■パソコンタブレットお助け相談会
 ７月29日㈬10時～15時
 10人　  500円　

■土日で学ぶ！エクセル応用
 ８月８日㈯・９日㈰、全２回、10時

～16時　  10人　  4969円
 電話：７月21日㈫10時から

見前南地区公民館
〠020-0833 西見前13-50

☎601-6735

■ハワイアンキルトに挑戦

植物などの自然をテーマに、表地と
裏地を手縫いするハワイアンキルト
に挑戦します。

 ８月26日㈬、９月２日㈬、全２回、
９時半～12時半　  12人

 1200円
 窓口・電話：７月31日㈮10時から

都南中央公園プールがオープン
市立総合プール　☎634-0450

 ７月18日㈯～８月16日㈰、10時
～17時

100㌔歩いて海を見よう！
盛岡世代にかける橋内、「100㌔歩いて

海を見よう！」実行委員会事務局の
川島さん　☎090-2603-9208

盛岡から浄土ヶ浜（宮古市）までの
100㌔㍍を、３日間かけ踏破します。

 ９月19日㈯９時～21日㈪18時
 20人※中学生～高校生（保護者

の同意が必要）　  １万円
 はがきに必要事項と学校名・学年

を記入し、〠020-0884神明町２-２
盛岡世代にかける橋内「100キロ歩
いて海を見よう！」実行委員会へ郵
送。ホームぺージの応募
フォームでも受け付けま
す。８月12日㈬必着

つどいの森で遊ぼう！
山の日イベ

ント８月10日
㈪

■あかばやし登山
つどいの森に隣接する赤

あ か

林
ばやし

山
や ま

を登ります。
 ７時半～15時
 20人※小学生～70歳。中学生以下

は保護者同伴

 こもれびの宿☎637-0876
 1031466

■自然散策会
ガイドと一緒に、つどいの森園内にあ
る自然豊かな森林を散策します。

 ９時50分～11時半
 20人※小学生～70歳。中学生以下

は保護者同伴

■巣箱作り教室
県産材を使って鳥の巣箱を作ります。

 10時～12時と13時～15時
 各６人※小学生以上。中学生以下は

保護者同伴

■健康体操教室
 各10人※小学生以上。中学生以下は

保護者同伴
▶リフレッシュ体操教室
脳トレやストレッチなどの軽い体操でリ
フレッシュします。

 10時～11時
▶かんたんコロコロつどりん教室
ストレッチポールを使い、ゆったり体を
ほぐします。

 11時～12時

申込方法
窓口・電話：
７月18日㈯10時から

熱中症を
　予防しよう！
　新型コロナウイルスの感染
防止のため「身体的距離の確
保」「マスクの着用」「手洗い」
「３密を避ける」などの新し
い生活様式が求められていま
す。新しい生活様式における
熱中症予防行動のポイントを
紹介します。

１　暑さを避ける
　エアコンなどを利用
し、部屋の温度を調整。
また、感染予防のため
換気扇を回す、窓を定
期的に開放するなど換気もしま
しょう。※室内温度が高くなるの
で、こまめな調節が必要です

２　マスクを外すことも
　気温や湿度が高い中での
マスク着用は、体に熱がこも
る原因となるため注意が必要。
症状がない家族と自宅にいるとき
や、負荷がかかる運動をするとき、
屋外で人と２㍍以上距離を確保で
きるときはマスクを外しましょう。

３　こまめに水分を補給する
　１日あたり１～２㍑を目安に、
こまめに水分を補給。また、激し
い運動などで大量に汗をか
いた時は、スポーツドリンク
などで塩分も忘れずに補
給しましょう。

４　日頃から健康管理をする
　体温を測るなど、健康チェッ
クをしましょう。また、体調
が悪いと感じた時は無理を
せず、自宅で休むように
しましょう。

５　暑さに備えた体作りを
　暑くなりはじめの今から、無理
のない範囲で「ややきつい」と感
じる運動をしましょう。毎日30
分程度が目安です。

　高齢者や子ども、障が
いのある人などは熱中症
になりやすいので十分に
注意してください。また、
周囲からも積極的な声掛
けをお願いします。

 健康増進課☎603-8305
 1006506

つ
ど
い
の
森
マ
ス
コ

ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

つ
ど
り
ん
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保留地売却情報提供メール会員
市街地整備課　☎639-9056

９月に予定している、太田地区の保
留地売却について、市公式ホームペー
ジの最新情報をお知らせするメール
会員を募集します。詳し
くは市公式ホームページ
をご覧ください。

 1008688

ラジオ番組「あのなはん～私の思い
を言葉に込めて～」の発表作品

長寿社会課内、盛岡ゆうゆう大学事務局
☎603-8003

12月上旬にラヂオもりおかで放送す
る同番組で、自分の思いを発表して
みませんか。発表者は６人で、選考に
より選ばれます。原稿は2000字以
内の自作で未発表のもの。テーマは
次のいずれか１つです。①私の生きが
い・特技②私の夢・希望③若者に伝
えたいこと④私たちの役割⑤体験か
ら学んだこと⑥その他、自由主題※
原稿の著作権は市に帰属し、原稿は
返却しません

 募集期間：７月20日㈪~10月16日㈮
 市内在住の60歳以上
 作品に題名と必要事項の他、職業

を記入し、〠020-8530（住所不要）
市役所長寿社会課へ郵送または持参。
10月16日消印有効。持参は同日17時
半まで　  1006426

紺屋町番屋の利活用に関する
サウンディング型市場調査

景観政策課　☎601-5541　ファクス637-1919
 keikan@city.morioka.iwate.jp

紺屋町番屋の改修後の利活用に関す
る提案や意見を募集します。内容な
ど詳しくは、市公式ホームページを
ご覧ください。
▶現地見学会

 ７月29日㈬10時～12時（予定）
▶サウンディング（個別面談）

 ８月６日㈭・７日㈮、10時～16時（予定）
 事業を検討している法人など
 市公式ホームページからダウン

ロードした様式に必要事項を記入し、

同課へファクスまたはメール。７月15
日㈬から27日㈪
まで受け付け

 1031482

プレミアム付き応援チケット
「モリオ☆エール」の参加事業者

盛岡商工会議所  ☎624-5880

プレミアム付き応援チケット「モリオ
☆エール」を店舗で販売する事業者
を募集中。参加事業者には１店舗あた
り助成金５万円を事前に支給。内容
など詳しくは、お問い合わせください。

 先着3000店舗※市内で営業して
いる飲食店や宿泊事業者など。市外
本社も可

 盛岡商工会議所（清水町）に備え
付けまたは、市公式ホームページから
ダウンロードした参加申込書に必要
事項を記入し、〠020-8507清水町
14-12盛岡商工会議所へ郵送。10月
30日㈮必着　  1031329

点字ディスプレイの給付
障がい福祉課　☎613-8346

視覚障がい１級・２級の身体障害者
手帳を持っている人などに、点字ディ
スプレイを給付します。

 給付台数：10台※応募多数の場
合は抽選

 電話：8月31日㈪17時まで　
 1023737

世界の恒久平和に願いを
総務課　☎626-7513

■原爆写真パネル展
戦争の悲惨さや核兵器の恐ろしさ、
平和の大切さを忘れないため、原爆
写真パネルなどを展示します。

 ８月１日㈯～16日㈰
 上田公民館（上田四）、都南図書館

（永井24）、姫神ホール（渋民字鶴塚）
 1026926

■原爆無縁死没者遺骨名簿の公開
広島の原爆供養塔と長崎の原爆追悼
祈念堂に安置されている遺骨の中で、

親族が見つからない人の名簿を公開し
ます。

  ８月１日㈯～16日㈰、上田公
民館、19日㈬以降は市役所本庁舎本
館５階地域福祉課
■平和図書展

 ８月１日㈯～16日㈰
 都南図書館　  1000831

認知症サポーター養成講座
長寿社会課　☎613-8144

認知症の症状や予防方法、認知症の
人への接し方を学びます。

 ８月３日㈪14時～15時半
 みたけ老人福祉センター（みたけ三）
 30人※市内在住か市内で働く人 
 電話：７月31日㈮17時まで　
 1029417

計画策定のための住民説明会
長寿社会課　☎613-8144

令和３～５年度を計画期間とする「高
齢者保健福祉計画・第８期介護保険
事業計画」を策定するため、説明会
を開催します。定員や注意事項など
詳しくは、市公式ホームページをご覧
ください。

  表１のとおり※いずれも19時～
20時　  1031409

盛岡Ｃｉｔｙ Ｗi -Ｆｉ
観光課　☎626-7539

無料公衆無線Ｌ
ラ ン

ＡＮサービス「盛岡
Ｃ

シ テ ィ

ｉｔｙ Ｗ
ワ イ

i -Ｆ
フ ァ イ

ｉ」が表２の施設で利
用できます。接続方法や利用する際
の注意点など詳しくは、市公式ホーム
ページをご覧ください。

 1031167
▶ＳＳＩＤ（アクセスするための識別名）
ＳＳＩＤ：morioka_city_wi-fi
パスワード：各施設に掲示

コンプライアンス条例実施状況
職員課　☎626-7505

市政における公正な職務の執行の確
保に関する条例（コンプライアンス
条例）の令和元年度の実施状況は、
次のとおりです。
▶公益通報：０件
▶不当要求行為：１件
概要：頻繁な来庁または電話で暴言
や威圧的言動を繰り返し行ったもの
▶特定要求行為として公正職務委員
会へ報告があったもの：０件　

 1027047

浄化槽設置経費の補助
給排水課　☎623-1426

し尿と生活排水を併せて処理する浄 
化槽を設置する場合、経費の一部を
補助します。対象地域や補助金額な
ど詳しくは、お問い合わせください。

夏の交通事故防止県民運動
くらしの安全課　☎603-8008

７月17日㈮～26日㈰は夏の交通事
故防止県民運動期間です。今年のス
ローガンは「ベルトした？　うしろの
席も　もうしたよ」。夏季は、暑さや
長距離運転での疲労による重大事故
のほか、夏休み中の子どもが巻き込
まれる交通事故が心配です。交通ル
ールとマナーを守り、交通事故を防
止しましょう。

寄付をいただきました

■株式会社文協印刷
    荒川和

か ず

行
ゆ き

代表取締役社長
フェイスシールド100枚。新型コロナ
ウイルス感染予防のために。
■有限会社堀間組
　堀間重

じゅう

仁
じ

代表取締役　
不織布マスク３万枚。新型コロナウイ
ルス感染予防のために。

■募集期間の変更
６月15日号に掲載した「屋外広告物
条例改正案に対する意見」の募集期
間を変更します。

 変更後の募集期間：7月22日㈬～
８月11日㈫　

 景観政策課☎601-5078
 1031109

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

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ
休日納付

相談
７/26㈰
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

市民無料
法律相談★

８/３㈪・24㈪
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★

８/５・19・26
水曜、10時～15時

岩手弁護士会
☎623-5005

★要事前申し込み。相談希望日の前週（８月19日分は８月５日㈬）の９時から受け付け

募　集

お知らせ

表１　住民説明会の期日など
期日 場所

８/３㈪ 松園地区公民館（東松園二）
８/４㈫ 上田公民館（上田四）
８/５㈬ 市総合福祉センター（若園町）
８/７㈮ 中央公民館（愛宕町）
８/17㈪ みたけ老人福祉センター（みたけ三）
８/18㈫ 西部公民館（南青山町）
８/20㈭ 市役所都南分庁舎（津志田14）
８/21㈮ 都南公民館（永井24）
８/24㈪ 玉山総合事務所（渋民字泉田）
８/25㈫ 桜城老人福祉センター（大通三）
８/27㈭ 仙北地区活動センター（仙北二）

表２　盛岡Ｃｉｔｙ Ｗi-Ｆiを利用できる施設と利用可能時間
施設名 利用可能時間

いわて・盛岡広域観光センター（盛岡駅前通）
※ＪＲ盛岡駅２階南改札手前 ４時～24時

市役所本庁舎本館１階（内丸） ８時半～17時半（平日のみ）
もりおか歴史文化館１階（内丸） ９時～19時
プラザおでって１・２階（中ノ橋通一） ９時～22時
もりおか町家物語館（鉈屋町） ９時～21時半
各施設の休業日などの都合により、利用できない場合があります

■市の推計人口（６月１日現在）
29万1112人（男：13万7979人、女：15万3133人）

【対前月比】６人減　【世帯数】13万3639世帯
　  企画調整課☎613-8397　  1019915
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