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＜マークの見方＞

市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。

電   話：記載されている申込開始日時から先着順に受け付け
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※申し込み方法（定員があって特に記載がないものは、当日先着順に受け付け）
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QRコード®※をスマートフォンのカメラ
機能などを使って読み取ると、簡単に
ホームページなどにアクセスでき、記
事の詳細を見ることができます。
※㈱デンソーウェーブの登録商標（　　　　　    ）　新型コロナウイルス感染防止対策に伴い、施

設の利用制限、中止や延期となるイベントなどの
情報は、市ホームページをご覧になるか、担当課
または各施設へお問い合わせください。

　マスクをつけると、皮膚からの熱が逃げにくくなったり、気付か
ないうちに脱水になるなど、体温調節がしづらくなってしまいま
す。暑さを避け、水分を取るなどの「熱中症対策」と、マスクや換
気などの「新しい生活様式」を両立させ、夏を乗り切りましょう。

 「新しい生活様式」のもとで
　    　　　　　　 健康に過ごしましょう！

暑い夏も！

■熱中症による死亡者の数は、真夏日（最高気
　温が30℃以上）から増加します。

　☞ 運動は原則中止しましょう
　☞ 外出はなるべく避け、涼しい室内に移動しましょう
■熱中症による死亡者の約８割が高齢者です
　☞ 約半数が80歳以上ですが、若い世代も注意しましょう

■高齢者の熱中症は、半数以上が自宅で発生し
　ています
　☞ 高齢者は自宅を涼しく保ちましょう
   ☞ 若い世代も屋外での作業や運動には注意しましょう

新型コロナウイルス感染症対策

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市
民や事業者の皆さんを支援するため、鋭意努めてお
ります。このたび、感染防止と共に、第４弾の経済対
策を講じることとしました。今後も引き続き、市民生
活や市内経済をより一層後押ししてまいります。

市民の皆さんへ

＜追加する主な支援策＞
▶盛岡の宿応援割（冬季）事業　▶救急体制の整備
▶子育て、社会福祉施設への衛生用品などの充実　
▶もりおか事業継続支援金、県制度融資に対する　
　保証料及び利子補給に係る事業の推進　　　

60以上の専門店の味をご自宅で！

宅配サービス
    　　プロジェクト 　　

■利用上の注意
▶支払い方法：現金のみ
▶所要時間：45～90分
▶利用時間：10時～20時
　※事前予約をするとスムーズです

▶利用エリア：盛岡市内
　※玉山地域など、一部エリア外
　　があります

■注文方法
①ホームページで店舗を検索し、電話で注文
②タクシーが自宅や職場まで料理をお届け
③料理代金プラス500円をタクシードライバ
　ーに支払い

　市内のタクシー事業者が、自宅や職場まで
飲食店の料理を届けます。家族や親族が集ま
るお盆の時期に、ぜひご利用ください。

 盛岡商工会議所☎624-5880

注文方法は
簡単３ステップ！
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配達料は１回
500円です！
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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
■だっこのおはなし会

 ８月25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
 ９月９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（♥）
 ９月９日㈬15時半～16時
 1000842

中央公民館（愛宕町）
☎654-5366

■わくわく♪おはなし会
絵本の読み聞かせや、物語を暗記し
て語り伝える「ストーリーテリング」を

本 と の ふ れ あ い
（♥）は幼児～小学生が対象の催しです。

します。
 ８月22日㈯11時～11時半
 1030404

上田公民館（上田四）
☎654-2333

■なかよしおはなし会
 ８月26日㈬・９月９日㈬、10時半

～11時　  幼児と保護者
 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
  ９月16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

■おやとこひろば
 ９月２日㈬10時～11時半
 0歳～就学前の子と保護者
 1029794

マタニティサロン
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
出産後の生活についてのアドバイス。

 ８月19日㈬・９月16日㈬、10時～
11時半　  とりょう保育園（肴町）

 初妊婦
 電話：開催日の前日まで
 1002663

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

 ９月８日㈫・29日㈫、10時～11時
 市保健所（神明町）
 各10組※令和２年５月生まれの子

と初めて子育てしている母親
 電話：８月25日㈫14時から
 1002133

子育てママのリフレッシュ講座
西部公民館　☎643-2288

時短料理とこけ玉作りを楽しみます。
 ９月10日㈭・17日㈭、全２回、10時

～11時40分　  同館（南青山町）
 12人※子育て中の母親
 10人　  1400円　 
 電話：８月20日㈭10時から　 
 1021374

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産後の過ごし方
などの講話。

 ９月27日㈰10時～12時と13時半
～15時半

 市保健所（神明町）
 各15組※来年１月に出産予定の初

妊婦と夫　
 電話：９月11日㈮14時から
 1002116

子どもの発育講座
とりょう支援センター　☎651-8580

食生活コンサルタントの下田田
た

美
み

子
こ

さ
んによる「子どもの心とからだを作る

大切なこと」と題した講演。
 10月13日㈫10時～11時半
 40人※妊婦、１歳～未就学の子の

母親　  西部公民館（南青山町）
 25人※１歳から　  50円
 電話：９月10日㈭10時から
 1002663

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

▶にこにこルーム
保育士と一緒に親子の触れ合い遊び
や、体操、絵本などを楽しみます。

  表のとおり。時間はいずれも、
10時～11時半

 ３歳以下の子と保護者

▶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21日㈮・９月８日㈫、10時～
11時半　

 高松地区保健センター
 0歳の子と保護者

市立保育園（10園）の一斉開放
とりょう支援センター　☎651-8580

園児と遊んだり、保育園の遊具や園
庭で遊びます。

 ８月18日・25日・９月８日・15日、
火曜、9時半～11時

 就学前の子と保護者、妊婦

赤ちゃんとヨガ教室
飯岡地区公民館　☎637-2270

赤ちゃんとスキンシップをとりながら
ヨガで心と体をリフレッシュします。

 ８月28日㈮・９月４日㈮、全２回、
10時～11時

 飯岡農業構造改善センター（下飯
岡８）

 ５組※首の据わった３~10カ月の
子と保護者　  144円

 電話：８月19日㈬９時から

ママとベビーのハッピータイム♪
まつぞのスポーツクラブ　☎663-9280

ベビーダンスとママのためのエアロ
ビクスを週替わりで開催。

 ９月２日～23日、水曜、全4回、
13時半～14時半

 松園地区公民館（東松園二）
 ８組※首の据わった3～24カ月の

子と保護者　
 4000円
 ホームぺージ：８月19日㈬10時から
 1024397

お父さんと乗馬体験
いーはとーぶスポーツクラブ

☎622-1110　　  ihatov@iispo.jp
親子で乗馬にチャレンジします。

 ９月12日㈯10時～・10時半～・
11時～・11時半～

 馬っこパーク・いわて（滝沢市）
 各２組※小学１～３年生の子と父親
 ３人　  １組500円
 メール：必要事項の他、学校名と

学年、希望する時間、託児利用の有
無を明記し、送付。８月31日㈪必着

 1031859

親子リズム講座
　とりょう支援センター　☎651-8580

親子で音楽などに合わせてリズム運
動を楽しみます。

 ９月18日㈮10時～11時半
 都南公民館（永井24）
 20組※１歳半～２歳半の子と保護者
 電話：９月２日㈬10時から

ピラティス教室
　タカヤアリーナ　☎658-1212

産後の体力回復や疲れた体のリフレ
ッシュ、親子の交流などをします。

 ９月25日㈮・10月２日㈮・５日㈪・
12日㈪・19日㈪、全５回、10時～11時

 タカヤアリーナ（本宮五）
 20組※３歳以下の子と保護者
 １組4400円

 電話：８月19日㈬10時から
 1031910

アウトドア・イン区界～秋の巻
区界高原少年自然の家　

☎0193-77-2048　ファクス0193-77-2124
　   sizennoie@city.morioka.iwate.jp

秋の星空観察や水晶探し、兜
かぶと

明
みょう

神
じ ん

岳登山など。
 ９月26日㈯９時半～27日㈰11時

半（１泊２日）
 同自然の家（宮古市）
 40人※小・中学生と保護者
 １人3000円
 はがきに必要事項と学校名・学

年、交通手段、アレルギーの有無を記
入し、〠028-2631宮古市区界２-111
区界高原少年自然の家へ郵送。ファ
クス、メールでも受け付けます。９月３
日㈭必着。定員を超えた場合は抽選

市立保育園の半日体験
とりょう支援センター　☎651-8580

保育園で、同じ年齢の子と遊んだり
給食を食べます。

 10月20日㈫10時～12時
 各5組※1歳６カ月～２歳６カ月の

子と保護者　  300円
 各園窓口：９月８日㈫10時から

わくわく体験子
向け
ども

はじめてのキッズダンス教室
都南公民館　☎637-6611

ヒップホップのリズムに合わせて体を
動かします。最終回は、小ホールでミ
ニ発表会。

 ９月17日～10月15日、木曜、16
時～17時と10月18日㈰13時半～15
時半、全６回

 都南公民館（永井24）
 15人※年長～小学３年生
 520円
 電話・窓口：８月18日㈫10時から

子育てを応援親
向け

こども救急ガイドブックを活用しよう

　小さなお子さんを育てるみなさんは、お子さんの急
な具合の変化に不安になることが多いもの。同ガイド
ブックは、子どもの状態を的確に把握し、安心して落
ち着いた対応ができるよう「症状の見分け方」や「家
庭でできる手当」などを紹介しています。
　同ガイドブックは、県内の医療機関で
配布している他、こちらのQRコードか
らも閲覧できます→

記載例：発熱時の見分け方
すぐにお医者さんへ 様子を見ましょう

 ・高い熱があって下痢や嘔吐がある
 ・顔色が悪く、呼吸も苦しそう
 ・けいれんが起きて治まらない
 ・生後４カ月未満の乳児

 ・37.5℃～38℃程度の熱で機嫌が良い
 ・顔色も良い
 ・食欲もある

【家庭でできる手当】
・水分を十分に補給
・冷却まくらなどで冷やす
・汗をかいたら、その都度着替える

■相談先
　平日だけでなく、休日や夜間も子どもの病気やけがなどのことを、経
験豊かな看護師へ電話で相談できる窓口です。

 子ども救急相談電話・☎605-9000または #8000
 19時～23時※年中無休

■医療機関の検索
　いわて医療ネットでは、医療機関の所在地や診療科目など、
目的に合った医療機関を検索することができます。昨年の登山の様子

表　にこにこルームの日程
日時 場所

８/18㈫
９/11 ㈮

高松地区保健センター（上田
字毛無森）

８/25㈫ 上堂児童センター（上堂三）
８/28㈮ 都南公民館（永井24）
９/１㈫ タカヤアリーナ（本宮五）
９/４㈮ 西部公民館（南青山町）

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…

９月
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５
日赤 国立 中央 中央 国立

６ ７ ８ ９ 10 11 12
中央 日赤 中央 国立 中央 日赤 中央
13 14 15 16 17 18 19

中央 日赤 中央 日赤 国立 中央 中央
20 21 22 23 24 25 26

日赤 国立 中央 国立 中央 中央 日赤
27 28 29 30

中央 日赤 国立 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
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
■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。

 県医療政策室 629-5416

■親子で学ぼう　星の勉強
プラネタリウムで月と星の動きや星
座早見の学習をします。

 ９月５日㈯17時～18時
 80人※小学４年生以上の子と保護者
 中学生以下100円、高校生以上

300円
 電話：８月18日㈫９時～９月４日

㈮16時半　  1032172
■ナイトミュージアム「星を見る会」
望遠鏡を使用した天体観測と解説。

 ９月５日㈯19時～20時※悪天候

子ども科学館へ行こう！
時は中止　  20人

 電話：８月18日㈫９時～９月４日
㈮16時半　  1019538
■ワークショップ「ビー玉万華鏡」
鏡とビー玉を組み合わせ、周囲の色
や形を利用した模様を楽しむことが
できる万華鏡を作ります。

 ９月５日～27日、土・日曜と祝日、14時
10分～15時45分の各15分　  各４人

 各300円※展示室入場料が必要
 当日９時から整理券を配布※１人

１枚　  1026275

夏だ！

同科学館展示室で、子どもたちに科
学に興味を持ってもらえるよう、解説
をするボランティアを募集します。任
期は令和３年４月３日から令和４年
３月31日㈭まで。活動期間は、土・日
曜と祝日、夏・冬休み期間です。

 10人程度※次の全てに該当する
人①令和２年４月１日時点で18歳以
上②10月から来年３月までに開催さ

れる、月１回程度の研修会に参加で
きる

 往復はがき・メール：住所と名前
（ふりがな）、生年月日、志望動機を
記入し、〠020-0866本宮字蛇屋敷
13-１子ども科学館社会人ボランテ
ィア募集係へ郵送。　 kokabou@
goto.co.jpでも受け付けます。募集
期間は、９月１日㈫～22日㈫です

 子ども科学館☎ 634-1171
 本宮字蛇屋敷13-１

社会人ボランティアを募集



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

健康ひろば
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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

８/23
㈰

大澤クリニック 茶畑二丁目８-３ 652-0038
内科クリニックすずき 北松園二丁目15-４ 662-2888
むろおか骨粗鬆症・整形外科クリ
ニック

菜園一丁目11-１エスビル菜
園４階 613-2760

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
うしぶくろ歯科医院 中堤町13-43 647-8668
茶畑薬局 茶畑二丁目６-14 622-1800
サンタウン調剤薬局 北松園二丁目13-１ 662-0576
菜園よつば薬局 大通一丁目11-５ 681-3222
こなん薬局 上田字松屋敷23-３ 664-1115

８/30
㈰

マリオス小林内科クリニック 盛岡駅西通二丁目９-１マリオス11階 621-5222
おはようクリニック 高松二丁目27-27 662-0840
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
向中野クリニック 向中野五丁目29-１ 613-2227
菅野小児科医院 山岸二丁目11-36 622-4448
大久保歯科医院 中ノ橋通二丁目10-９ 681-8214
調剤薬局ツルハドラッグマリオス店 盛岡駅西通二丁目９-１ 621-5200
こずかた薬局 上田一丁目７-17 654-7722
調剤薬局ツルハドラッグ盛岡向中野店 向中野五丁目29-38 656-5260
アップル薬局山岸 山岸二丁目９-24 623-6633

■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～21時半★ 内科・外科土・日曜、祝日 ８時半～21時半★
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
★ 21時半以降は内科または外科医師のみとなります。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。

市医師会ホームページ

地図　 市夜間診療所の場所

市夜間急患診療所
（市保健所２階）

旧盛岡バスセンター跡地

プラザおでって

市
役
所

県
公
会
堂

県
庁

地
方
裁
判
所

県民会館

中
津
川

地図　 市立病院の場所

46

市立病院
至
明
治
橋

盛岡タカヤ
アリーナ

市立総合
プール

県立
美術館

至太田橋

※８月16日㈰の休日救急当番医・薬局は８月１日号に掲載しました

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

実施日 名称 所在地 電話番号
９/６㈰ 小山田接骨院 東松園二丁目２-２ 663-2574
９/13㈰ 小笠原整骨院 好摩字上山13-20 682-0106
９/20㈰ 村上整骨院 青山一丁目２-16 645-2313
９/27㈰ コスモ接骨院 緑が丘四丁目１-50アスティ緑が丘205号 681-3328

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

　	 	 	 	 	 	

　	 	 	 	 	
	

もりおか健康21 プランシリーズ

　	 	 	 	 	
	

　薬局での指導後、禁煙補助
薬を活用しながら３カ月の禁
煙に取り組みませんか。対象
の薬局など詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。
	実施期間：12月頃まで
	50人※禁煙を希望し、３回
の経過報告に協力できる人
	電話・薬局窓口・市ホーム

ページの申し込みフォーム：８
月31日㈪17時まで
	1023615

禁煙チャレンジャーを募集

今こそ禁煙！
　たばこの煙には、多くの有害物質などが含まれ、肺疾患や
他の疾患の発症原因となることが知られています。それでもた
ばこをやめられない人が多いのはなぜなのか。たばこの依存
性についてお知らせします。　 	健康増進課☎603-8305

第２次もりおか健康21プラン市民アンケート（平成30年度実施）の結果では、

実はこんなに！禁煙を考える人の割合

喫煙者の51.7㌫ が　　　　  しています。
多くの人が禁煙を望んでもやめられない原因には、２つの依存が関係しています。

●ニコチンへの依存
　たばこに含まれるニコチンは、麻薬やア
ルコール以上に依存性が高いといわれて
います。たばこをやめるのが難しいのは、
本人の意志の弱さのせいだけではありま
せん。禁煙を成功させるために、禁煙補
助薬を使用する方法や医療機関で医師の
指導を受ける方法※があります。※健康保
険で禁煙治療を受けられる場合があります

●習慣からくる依存
　朝起きてすぐや食後などにたばこを吸
いたくなるなど、長年の習慣が体に染み
ついていることがあります。
　禁煙に取り組む前に自分の喫煙パター
ンを振り返ってみると、どのような時間
帯・状況でたばこを吸っているのかがよく
分かり、禁煙への心構えなどに役立
ちます。

　ニコチンへの依存と
習慣性の依存が絡み合
っていることが、「たば
こがなかなかやめられ
ない」原因の１つです。

	健康増進課☎603-8305
禁煙を希望

～たばこをやめるのが
　　　　　　難しいのはなぜ？～

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

９/９㈬

マルイチ天昌寺店 北天昌寺町 ９：20～10：00
ツルハドラッグ盛岡上堂店（２回目） 上堂一 10：30～11：10
上堂児童老人福祉センター 上堂三 11：40～12：10
下太田老人福祉センター 下太田榊 13：40～14：10
マックスバリュ盛岡駅前北通店 盛岡駅前北通 14：40～15：20

９/10㈭

マルイチ城西店（２回目） 城西町 ９：20～10：00
西部公民館（２回目） 南青山町 10：30～11：00
いわて生協ベルフ青山店（２回目） 青山四 11：30～12：30
県青少年会館（２回目） みたけ三 14：00～14：30

９/11㈮

ビッグハウス上盛岡店（２回目） 北山一 ９：20～10：10
上田公民館（２回目） 上田四 10：40～11：20
松園小学校（２回目） 松園三 13：00～13：30
ユニバースサンタウン松園店（２回目） 北松園二 14：00～14：40

９/16㈬
焼肉・冷麺ヤマト盛岡店 稲荷町 ９：20～10：10
ジョイス長橋台店（２回目） 長橋町 10：50～11：50
ツルハドラッグ盛岡南仙北店 南仙北一 13：20～14：00

９/17㈭
いわて生協ベルフ仙北店（２回目） 仙北三 ９：30～10：10
ユニバース中野店（２回目） 中野一 10：50～11：30
盛岡八幡宮駐車場(２回目) 八幡町 13：00～14：00

９/18㈮

マイヤ青山店（２回目） 青山一 ９：30～10：10
サンデー盛岡店 月が丘一 10：40～11：50
みたけ地区活動センター（２回目） みたけ四 13：30～14：00
緑が丘地区活動センター（３回目） 黒石野二 14：30～15：00

９/29㈫

ジョイス本町店（２回目） 本町通一 ９：30～10：30
岩手大教育学部附属中学校 加賀野三 11：00～11：30
いわて生協ベルフ山岸店（３回目） 山岸二 13：00～14：00
都南地区保健センター（３回目） 津志田14 14：30～15：00

９/30㈬

マックスバリュ盛岡駅前北通店（２回目） 盛岡駅前北通 ９：30～10：00
マルイチ本宮店（２回目） 本宮三 10：50～11：40
ユニバース鉈屋町店（２回目） 鉈屋町 13：10～13：40
市保健所（３回目） 神明町 14：20～15：00

※８月21日㈮以前の日程は７月15日号に掲載しました

定期健康相談を一部再開
健康増進課　☎603-8305

血圧測定や生活習慣病予防の相談
を予約制で再開します。詳細は、同
課にお問い合わせください。
	 	 	表１のとおり
	電話：随時受け付け
	1000592

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　
 各12人※60歳以上　
	1003805

統合失調症の家族講座
保健予防課　☎603-8309

統合失調症患者の家族を対象に表３
のとおり講座を開催します。
	市保健所（神明町）
	各40人
	電話：8月25日㈫10時から
	1028293

介護予防ヨガ教室
長寿社会課　☎603-8003

ヨガの動きを取り入れた体操で体を
動かします。タオルと飲み物持参。
	９月８日～来年２月２日、火曜、全
19回、10時～11時半
	永井地域交流活性化センター（永

井23）　 	25人※60歳以上
	電話：８月19日㈬10時から。日本

ヨガ連盟事務局☎601-8891で受け
付け　 	1030626

介護予防太極拳教室
長寿社会課　☎603-8003

太極拳の動きを取り入れた体操で体
を動かします。タオルと飲み物持参。
	９月９日～来年１月20日、水曜、

全19回、13時半～15時
	仁王老人福祉センター（名須川町）
	20人※60歳以上
	電話：８月20日㈭10時から

ゆるフィット運動クラス
健康増進課　☎603-8305

小さな動きで体を整える教室。参加者
にはＭ

モ

ＯＲ
リ

ＩＯ
オ

－Ｊポイントが付きます。

	９月10日～10月22日、木曜、全6
回、10時～11時15分※10月１日を除く
	市保健所（神明町）
	15人※64歳以下で運動習慣がな

い人　 	電話：８月21日㈮10時から
	1022896

結核レントゲン集団検診
保健予防課　☎603-8308

６月に送付した受診券に必要事項を
記入し、各会場へお越しください。
	 	表４のとおり　 	1006625

MORIOKA☆ユース食堂
～リフレッシュコース～
健康増進課　☎603-8305

健康づくりにつながる食育の講話と
ヨガで体をリフレッシュ。参加者に
はＭ

モ

ＯＲ
リ

ＩＯ
オ

－Ｊポイントが付きます。
	９月27日㈰13時半～15時半
	高松地区保健センター（上田字毛

表５　健康教室の日程など
期日 時間 教室名 定員 費用

９/３㈭

10時半
～

11時半

リフレッシ
ュ体操教室 10人 無料

９/10㈭
かんたんコ
ロコロつど
りん教室

10人 無料

９/11㈮ 大人のリズ
ム遊び教室 15人 無料

９/17㈭ ツボでセル
フケア体操 10人 500円

９/25㈮ ピラテス体
操教室 10人 500円

表３　統合失調症の家族講座の開催日時と内容
日時 内容

９/７㈪
14時～15時半

未来の風せいわ病院の田嶋宣行病院長が「統合失調症を理解しよう～症
状・治療・再発防止について」と題して講話

９/16㈬
13時半～15時 「回復力を高める家族のコミュニケーション」と題して講話

9/25㈮
13時半～15時

のびやか丸サービス管理責任者の松永和代さんが「暮らしに役立つ社会
資源～将来に備えて今出来ること～」と題して講話

表１　定期健康相談の日程など　
会場（所在地） 定員 おおむねの開催日 時間

市保健所（神明町） 各６人 毎月第１火曜 13時半～15時
毎月第３火曜 10時～11時半

高松地区保健センター（上田字毛無森） 各９人 毎月第４火曜 10時～11時半
※日程が変更になる場合があります。詳しくは、健康増進課へお問い合わせください

無森）　
	20人※妊産婦を除く、おおむね20

～30代の人
	電話・市ホームページの申し込みフォ

ーム：９月７日㈪14時から　 	1023064

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５の健康教
室を開催します。
	電話：８月18日㈫10時から

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
期日など 時間 会場（所在地）

８/27㈭ ★
９/10㈭ ◆
９/24㈭ ●

13時半～15時半 永井地域交流活性化センター（永井23）

９/２㈬ ★
９/16㈬ ● 13時半～15時半 青山地区活動センター（青山三）
９/８㈫ ★
９/29㈫ ▲ 10時～12時 愛宕山老人福祉センター（愛宕山）
９/11㈮ ◆
９/25㈮ ● 10時～12時 松園老人福祉センター（西松園二）
９/14㈪ ◆
９/28㈪ ▲ 10時～12時 津志田老人福祉センター（津志田西二）
 電話：★８/19㈬10時から ◆８/19㈬14時から ●８/26㈬10時から ▲８/26㈬14時から
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市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目９-１

☎621-5100

■パイプオルガン　
　プロムナードコンサート
オルガニストの渋澤久

く

美
み

さんや千葉
麻

ま

莉
り

子
こ

さんらが出演し、３台のオル
ガンを演奏します。

 ９月10日㈭12時20分～12時50分
 175人
 ８月20日㈭から同ホールのほか、

盛岡劇場とキャラホール、姫神ホー
ルで整理券を配布※１人２枚まで

盛岡劇場・河南公民館
〠020-0873 松尾町３-１

☎622-2258

■シニア向けスマホ講座
スマートフォンでインターネットやア
プリの使い方を学びます。

 ９月９日㈬13時半～15時半
 15人※50歳以上のスマートフォン初

心者　  往復はがき：８月25日㈫必着
■いってみ隊

た い

であい旅～釜石・大槌
　いま・むかし・これから～　

 ９月10日㈭８時～17時
 橋

は し

野
の

鉄鉱山跡（釜石市）、文化交
流センターおしゃっち（大槌町）ほか

 12人　  1200円
 電話・窓口：８月18日㈫10時から

■演劇ワークショップ「イロハを学ぶ！
　裏方＆リーディング体験」
舞台の裏方と戯曲の読み方について
学びます。

 ９月12日㈯・13日㈰、全２回、10
時～16時　  20人　  500円

 電話・窓口：９月４日㈮21時半ま
で※定員を超えた場合は抽選
■イキイキライフ応援講座
①盛岡てがみ館の見学と収蔵してい
る手紙に関わる場所を散歩②自分の
写真を使ってスクラップブッキングに
挑戦③ヨガの呼吸法と笑いの体操を
組み合わせた「笑いヨガ」

 ①９月17日㈭10時～11時半②９
月22日㈫10時～12時③10月１日㈭
10時～11時半　

 ①盛岡てがみ館（中ノ橋通一）と中
の橋周辺　  各10人※おおむね50

歳以上　  ①③各100円②500円
 電話・窓口：８月20日㈭10時から

■朗読劇「日の名残り」
平成29年にノーベル賞を受賞したカ
ズオ・イシグロの代表作を朗読劇で
上演します。

 10月11日㈰14時～16時
 全席指定。一般3800円、Ｕ-25チ

ケット1900円※限定15枚
 ８月22日㈯10時から同劇場のほ

か、市民文化ホールとキャラホール、
姫神ホールで発売

キャラホール
〠020-0834 永井24-10-１

☎637-6611

■オペラ鑑賞講座「Ｖ
ビ バ

ｉｖａ！オペラ」
オペラの魅力を徹底解説します。

 10月７日㈬・21日㈬・30日㈮・11
月６日㈮・13日㈮、全５回、19時～
20時半　  2000円

 電話・窓口：8月26日㈬10時から

盛岡体育館
〠020-0066 上田三丁目17-60

☎652-8855

■骨盤ストレッチ
 ９月７日㈪・28日㈪、１０時半～11

時半　  各７人※50歳以上の女性
 各550円　  電話：８月18日㈫10

時から　  1031420
■ナイトピラティス教室

 ９月14日～10月５日、月曜、全３回、
19時～20時　  10人※18歳以上

 2211円　  電話：８月18日㈫10
時から　  1031922
■さわやかピラティス教室

 ９月18日～10月２日、金曜、全３回、
10時～11時　  10人※18歳以上　

 2211円　  電話：８月19日㈬10
時から　  1024275

■子どもと大人の初心者スケート教室
 ９月７日㈪～９日㈬、全３回、17時

～18時　  20人※小学生から60歳

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

未満までの初心者　  3050円
 電話：８月24日㈪10時から
 1024519

松園テニスコート
〠020-0103 西松園三丁目19-４

☎662-8778

■初級レディーステニス教室
 ９月１日～10月13日、火曜、全６

回、10時～11時半※９月22日を除く
 ８人※高校生を除く18歳以上
 9000円
 電話：８月18日㈫から※平日10

時～16時　  1031911

都南体育館
〠020-0835 津志田14-19-１

☎637-2219

■初心者のためのテニス教室
 ９月８日～10月13日、火曜、全６

回、13時半～15時半
 10人※初心者・初級者　  5000円
 電話：８月20日㈭９時から
 1031915

太田テニスコート
〠020-0053 上太田穴口４-３

☎・ファクス 658-0113

■盛岡シニアテニスアカデミー
 10月２日～12月25日、金曜、全

13回、13時～15時
 各10人※60歳以上の初級者・中

級者。女性は50歳以上　　
 １万3000円
 電話・ファクス：８月21日㈮９時半

から９月11日㈮17時まで※定員を超
えた場合は抽選

綱取スポーツセンター
〠020-0801 浅岸字綱取34-251

☎651-9178
 tunatori@morioka-sport.or.jp

■チーム対抗硬式テニス交流大会
 10月４日㈰８時半～16時
 男子10チーム、女子５チーム
 １チーム5000円
 メール：市スポーツ協会のホームペ

ージからダウンロードした申込書に

必要事項を記入し、８月19
日㈬９時から９月19日㈯
17時まで

都南老人福祉センター
〠020-0842 湯沢１-１-39

☎638-1122

■初心者陶芸教室
 ９月10日～11月26日、第２・４木

曜日、全６回、10時～12時
 ６人※60歳以上　  2000円
 電話：８月18日㈫10時から

サンライフ盛岡
〠020-0861 仙北二丁目４-12

☎635-9600

■見て、さわって、吹いてみよう
　～はじめてのオカリナ～

 ９月２日㈬14時～15時半
 10人　  500円
 電話：８月18日㈫10時から

■ポルドブラd
デ

e体幹エクササイズ
バレエやピラティス、ヨガなどを組み
合わせた動きのエクササイズをします。

 ９月９日㈬10時～11時半
 10人※女性　  500円
 電話：８月19日㈬10時から

■親たちの子どもと向き合う心理学
子どもが描いた作品から、心の状態
を読み解く方法や接し方を学びます。

 ９月12日㈯10時～11時45分
 15人　  2000円
 電話：８月22日㈯10時から

都南つどいの森
〠020-0842 湯沢１-88

☎638-2270

■木製の一輪挿し作り教室
 ８月27日㈭～29日㈯、９時半～15時
 各５人※中学生以上　  各1000円
 電話：８月18日㈫９時から

ゆぴあす
〠020-0102 上田字小鳥沢148-103

☎662-1414

■①フロア教室②水泳教室
   表のとおり①月に３～５回

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。

②９月１日㈫～11月24日㈫、全10回
※第２火曜は休館のため、前日に振
り替え　  電話：①８月22日㈯10
時から②23日㈰10時から

中央公民館
〠020-0013 愛宕町14-１

☎654-5366　ファクス635-3505

■わたしたちの環境問題
環境問題に関する図書を３回に分け
て展示。第１回は「プラスチックごみ」
をテーマに「レジ袋有料化って何のた
め？」と題して展示します。

 10月16日㈮まで　  1032078
■公開講座「新渡戸家の子育てに学ぶ」
新渡戸基金の藤井茂

しげる

理事長から、新
渡戸稲造がどのように育ち偉業を成
し遂げるまでになったのかを学びます。

 ８月29日㈯10時～11時半
 盛岡劇場（松尾町）　  180人
 電話・ファクス：８月18日㈫10時

から　  1032076
■盛岡わけもんカレッジ　
石神の丘美術館の斎藤純

じゅん

美術監督
による講座やウィスキーに関する教
養講座など。

 ９月４日㈮・12日㈯・18日㈮・25
日㈮、全４回、19時～20時半※12日
は９時～15時半

 12日は石神の丘美術館（岩手町）
など※集合・解散は盛岡駅西口

 15人※20～45歳　  3140円程度
 往復はがき・ファクス・窓口：８月

27日㈭必着　  1031920

上田公民館
〠020-0066 上田四丁目１-１

☎654-2333

■終活入門講座
人生を豊かに生きるために、人生の
後半に向けて必要な知識や取り組み
方を学びます。

 ９月11日㈮・17日㈭、全２回、10時
～12時　  15人　

 往復はがき：８月28日㈮必着
 1019643

■小さなガーデニング教室　
ガーデン見学やペットボトルハンギ
ングバスケットの製作など。

 ９月18日㈮９時～15時
 サラダファーム（八幡平市）※集

合は同館　  15人　

表　ゆぴあすのフロア教室・水泳教室の時間など　
教室名 曜日・時間 定員 対象 費用

①
フ
ロ
ア
教
室

キッズダンス 金曜、15時半～16時15分 15人 本年度５～８
歳になる子

※

やさしいピラティス 月曜、10時半～12時★ 25人

高校生を除
く18歳以上

金曜、10時半～12時★ 30人

よくばり健康塾 月曜、13時～14時半★ 各25人木曜、10時半～12時★
はじめての太極拳～初級～ 月曜、14時～15時半★ 20人
ボディコンディショニング＆エアロ 月曜、19時～20時★ 25人
カラダメンテナンス入門 火曜、10時15分～11時15分 25人
身体も心もリフレッシュ 火曜、10時半～12時★ 35人
ストレッチング 火曜、14時半～15時45分★ 25人
香る朝ヨガ 水曜、10時15分～11時15分 20人
エアロビクス 水曜、19時～20時15分★ 25人
かんたんステップエクササイズ 水・金曜、14時～15時 各20人
リラックスお昼ヨガ 木曜、13時半～14時半★ 20人
シェイプアップボクシング 木曜、19時～20時15分★ 20人
ダンスエアロ 金曜、19時～20時15分★ 25人
太極拳 土曜、10時半～12時★ 25人

②
水
泳
教
室

スイミングクリニック

火曜、10時半～11時半 25人

各
8000円

火曜、19時～20時 10人
水曜、13時半～14時半 25人
木曜、19時～20時 10人

アクアエクササイズ
火曜、13時半～14時半★

各30人水曜、11時半～12時半★
木曜、10時半～11時半

初心者水泳 水曜、10時半～11時半 25人
アクアウォーキング 金曜、10時半～11時半 30人
幼児水泳 火～金曜、15時～16時※木

曜のみ14時45分～15時45分 各30人 本年度４～６
歳になる子

小学生水泳（初級） 火～金曜、16時半～17時半
※木曜のみ16時～17時 各60人 小学生 各

7000円
選べるレッスン ★がついている教室か

ら週１回選んで受講 15人 高校生を除
く18歳以上 8000円

※各2100円で月３回。月１回増えるごとに700円加算

 2170円※昼食代含む
 往復はがき：９月３日㈭必着
 1019296

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１

☎643-2288

■じっくり学ぶパソコン教室
①パソコン・タブレットお助け相談
会②デジタル写真のパソコンへの取
込、整理③ワード中級編

 ①８月29日㈯10時～15時②９月
４日㈮10時～15時③９月15日㈫～
18日㈮、９時半～12時　  各10人

 ①500円②2000円③4500円
 電話：②８月19日㈬10時から③８

月26日㈬10時から
■名作映画会
　「山下清物語　裸の大将放浪記」

 ９月５日㈯10時～12時　  20人
 電話：８月20日㈭10時から
 1027050

■ばっちり！パワーポイントでプレゼ
　ンテーション

 ９月８日㈫～10日㈭、全３回、18
時半～21時　  10人　  2754円

 電話：８月21日㈮10時から
■古代・中世史講座
日本最北端の前方後円墳・角

つ の

塚
づ か

古墳
や、阿

あ

弖
て

流
る

為
い

と征
せ い

夷
い

の時代をテーマ
にした講座。

 ９月12日㈯・19日㈯、全２回、10
時～12時　  50人　  500円　

 往復はがき：８月29日㈯必着　
 1019967

乙部地区公民館
〠020-0403 乙部６-79-１

☎696-2081

■朝島山へ行こう！　
 ９月24日㈭９時～12時
 朝島山（大ケ生30）※集合は同館
 10人　  24円　
 電話：９月４日㈮10時から

■れきぶん講座
　「郷土の将星～米内光政～」
県立博物館の金

き ん

野
の

静
せ い

一
い ち

元館長による
米内光

み つ

政
ま さ

についての講座。
 10月11日㈰13時半～15時半

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸１-50

☎681-2100

 20人　  往復はがき：９月20日
㈰必着　  1019061

手話初級講座
障がい福祉課　☎613-8346

 ９月17日～10月15日、木曜、全５
回、10時～12時

 市総合福祉センター（若園町）
 20人　  660円
 電話：８月18日㈫10時から　
 1031934

ランニングクリニック
スポーツ推進課　☎603-8013

啄木マラソンの代替企画として、もの
まね芸人のМ

エ ム

高
た か

史
し

さんと箱根駅伝に
出場した阿部飛

ひ ゅ う

雄馬
ま

さんによるラン
ニングクリニックを開催します。

 10月４日㈰13時～15時
 渋民総合運動公園（川崎字川崎）

※雨天時は好摩体育館（好摩字野中）
 50人　  電話：９月４日㈮９時

から　  1031968

スポーツマンガ制作講座
岩手未来機構　☎613-7781

 iwatemiraikiko@lime.ocn.ne.jp

雫石町在住で漫画家のそのだつくし
さんから、スポーツマンガの作成方
法を学び、盛岡広域スポーツコミッ
クの番外編を制作します。詳しくは
同機構にお問い合わせください。

 ９月６日㈰・10月11日㈰、14時～
16時　  各15人

 電話・メール：８月15日㈯10時から
 1031889

ノルディックウォーキング教室
まつぞのスポーツクラブ　☎663-9280

ポールを使った歩き方を学びます。
 ９月７日㈪・14日㈪、全２回、10時

～11時半　
 松園中央公園（東松園二）周辺　
 10人※20歳以上　  1600円　
 電話：８月18日㈫から※平日10時

～16時　  1026303

ひとり親などのためのパソコン講座
市ひとり親家庭等就業・自立支援センター

☎623-8539

就労に必要なパソコンの操作やワー
ド、エクセルの基礎を学びます。

 11月16日㈪～20日㈮、全５回、９
時半～16時　  ㈱イエス・ネットワ
ーク（大通三）　  10人※ひとり親

 電話：10月23日㈮16時まで
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まち・ひと・しごと創生総合戦略
推進会議の委員

都市戦略室　☎613-8370
地方創生に関する市の取り組みを検
証・見直しするため、意見を述べる委
員を１人募集します。任期は９月28
日㈪から２年間です。

 次の全てに該当する市民①平成12
年４月２日以前生まれ②市の他の審
議会などの委員を務めていない③平
日の日中に開催する、年３回程度の会
議に出席できる④地方創生に関心が
あり、市の総合戦略に提言ができる

 市役所本庁舎別館８階の同室や
同本館1階の窓口案内所、各支所に
備え付け、または市ホームページから
ダウンロードした応募用紙に必要事
項を記入し、〠020-8530（住所不
要）市役所都市戦略室へ郵送または
持参。郵送は９月４日㈮必着。持参
は同日17時半まで　  1023914

盛岡ブランド表彰の候補者
都市戦略室　☎613-8370

盛岡ブランドの推進に寄与し、功績
が顕著な人や団体を表彰する「もり
おか暮らし物語賞」の候補者の推薦
を募集します。

 市役所本庁舎別館８階の同室に
備え付け、または市ホームページから
ダウンロードした用紙に必要事項を
記入し、〠020-8530（住所不要）市
役所都市戦略室へ郵送または持参。
郵送は９月11日㈮必着、持参は同日
17時半まで　  1009730

盛岡ブランド推進市民企画事業
都市戦略室　☎613-8370　

盛岡らしさを育成・発信する事業を
募集しています。採用された事業に
は事業費の一部を助成します。対象
など詳しくは、同室に問い合わせる
か市ホームぺージをご覧ください。

 郵送は９月11日㈮必着。その他は
同日17時半まで　  1019302

高齢者に生活支援サービスを
提供する団体

長寿社会課 　☎613-8144
ごみ出しや家事など、高齢者の生活支
援を行う団体を募集しています。実施
団体には運営経費の一部を補助。上限
額は年額８万円（利用者数に応じた加
算あり）です。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。

 郵送は９月30日㈬必着。持参は
同日17時まで　  1030644

市老人作品展の作品
市社会福祉協議会　☎651-1000

10月27日㈫～29日㈭に市総合福祉
センター（若園町）で開催される、同
作品展に出品する未発表の作品を募
集します。募集要件など詳しくは、同
協議会へお問い合わせください。

 市内在住の60歳以上
 無料※搬入・搬出費用は自己負担
 ９月11日㈮必着

太田地区の保留地（宅地）を売却
市街地整備課　☎639-9056

図の15画地を売却予定です。
 同課に備え付け、または市ホーム

ページからダウンロードした抽選参加
申込書に必要書類を添えて〠020-
8532（住所不要）市役所市街地整備
課へ郵送または持参。８月19日㈬か
ら受け付けます。郵送は９月３日㈭必
着。持参は同日17時まで。複数の申し
込みがあったときは抽選会で当選１人、
補欠１人を決定　  1008686
▶説明会

 ８月19日㈬10時～11時（予定）
 都南分庁舎４階大会議室（津志田14）

▶抽選会
 ９月15日㈫※時間は申込者に連絡
 都南分庁舎３階研修室

図　売却する保留地の場所　

　　　　　

指定管理者の聞き取り審査公開
①建築住宅課　☎626-7533
②歴史文化課　☎639-9067

本年度に指定管理者を指定する次の
施設への、指定管理応募者に対する
聞き取り審査を公開します。傍聴を希
望する人は、事前に各担当課に連絡し
てください。　  1030580
■①市営住宅等

 ８月27日㈭14時～16時
 プラザおでって（中ノ橋通一）

■②石川啄木記念館
 ９月30日㈬14時半～15時
 玉山総合事務所３階301・302会

議室（渋民字泉田）

市民後見人養成講座
長寿社会課　☎613-8144

市民後見人としての役割や知識を習

得し、社会貢献してみませんか。
 ９月24日～11月26日、木曜、全９

回、10時～16時半
 プラザおでって（中ノ橋通一）など
 30人※次の全てに該当する人①

盛岡広域８市町に住んでいるか、通
勤・通学している②毎回、受講でき
る③未成年・破産者など、後見人の
欠格事由に該当しない④弁護士や司
法書士など専門職ではない

 同課に備え付けの申込書に必要
事項を記入し、〠020-0022大通一
丁目１-16岩手教育会館２階　盛岡広
域成年後見センターへ郵送または持
参。ファクス656-0612でも受け付け
ます。郵送は９月３日㈭必着。その他
は同日17時半まで　  1020216

アスベスト含有調査に補助
建築指導課　☎639-9054

吹付け建材が使用されていることが
確認でき、アスベストが含まれてい
る恐れのある建築物の同調査に補助
金を交付します。募集要件など詳し
くは、同課にお問い合わせください。

 10件　  上限25万円
 市役所都南分庁舎２階の同課に備

え付け、または市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、
必要書類を添えて同課に持参。８月24
日㈪から受け付け　  1031852

震災被災者の住宅再建に補助
建築住宅課　☎626-7533

東日本大震災で被災した人が、自己
の所有する住宅を市内に取得した場
合に補助金を交付しています。補助
額や申し込み方法など詳しくは、同
課にお問い合わせください。

 1002086（住宅再建）
    1002074（生活再建）

おでい肥料「めぐみ」を無料提供
盛岡地区衛生処理組合滝沢処理センター内

㈱クリタス　☎688-4529

くみ取りし尿や浄化槽汚泥から生産し
た普通肥料を無料で提供しています。
成分はチッソ3.9㌫、リン酸4.9㌫、カ
リウム0.4㌫、油分32.0㌫の緩効性で、
18㌕または400㌕の袋入りです。

 提供場所：同センター（滝沢市）
 事前に電話申し込みが必要　

マイナポイントの申し込みをサポート
総務課　☎626-7513

マイナンバーカードを持つ人が、キャッシュ
レス決済サービスを利用して買い物など
をすると、最大５千円分のマイナポイント
が付与されるサービスが９月から始まりま
す。市はマイナポイントの申し込みをお手
伝いします。申し込みに必要な書類など詳
しくは、市ホームページをご覧ください。

 平日９時～17時
 市役所本庁舎本館２階エレベータ

ホール（内丸）・都南総合支所（津志田
14）・玉山総合事務所税務住民課（渋
民字泉田）　  1029616

認知症サポート　SOSネットワーク
長寿社会課　☎613-8144

一人歩きの途中で道に迷う心配があ
る家族などを事前に登録するシステ
ム「SOSネットワーク」に登録しませ
んか。行方不明になったときに警察
や行政、地域包括支援センターが連
携し、早期発見につなげます。

 市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、警察
署または同課に持参　

 1006417

狩猟免許を取ろう
農政課　☎613-8457

狩猟免許を取得し、農作物の鳥獣被
害対策の担い手になりませんか。市
は免許取得費用の一部を補助します。

 市内に住み、狩猟者として盛岡猟
友会に加入する見込みの人

 経費の２分の１以内（上限5200円）
 1019525

盛岡城「御城印」が完成
もりおか歴史文化館　☎681-2100

盛岡藩主・南部家の家紋「双
そ う

舞
ぶ

鶴
か く

」
をあしらった御城印が完成しました。
「盛岡城」の文字は江戸
時代の史料に書かれたも
のを使用。１枚300円で
販売しています。

 1031953

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
８/23㈰
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★

９/７㈪・28㈪
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★

９/２・９・16・23・30
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（９月28日分は23日㈬）の９時から受け付け

募　集

お知らせ

■市の推計人口（７月１日現在）　　　　　【対前月比】56人減　【世帯数】13万3700世帯
29万1056人（男：13万7983人、女：15万3073人）　  企画調整課☎613-8397　  1019915

孝仁病院

東北銀行
太田支店

売却予定地

詳
し
く
は
こ
ち
ら
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