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広　告 広告に関するお問い合わせはナチュラルコム（株）☎019-652-9190へどうぞ広　告

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間
納付相談

①９/８㈫・10㈭
　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

空き家・
不動産

無料相談
９月９日㈬
10時～15時

全日本不動産協会岩手県本部
（八幡町）

同県本部
☎625-5900★

リハビリ
相談

９/11㈮
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

９/16㈬
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★

★要事前申し込み

 電話：９月18日㈮17時まで
 1032260

保育士として働きませんか
子育てあんしん課

☎613-8347　ファクス652-3424
 kosodateansin@city.morioka.iwate.jp

保育士の資格を持ちながら、現在保育
所などで働いていない人を対象に、市
内保育所での保育体験を実施します。

 ①事前オリエンテーション：10月
１日㈭・２日㈮のいずれか、10時～
11時②保育体験：10月５日㈪～９日
㈮で連続する２日間、９時半～14時

 ①市保健所（神明町）②市内保育所
 メール・ファクス：９月18日㈮17

時まで　  1024377

市立高創立百周年記念事業の延期
市立高内、創立百周年協賛会事務局

☎658-0491

10月17日㈯に開催を予定していた
創立百周年記念式典と講演会、祝賀
会は、来年10月16日㈯に延期します。

就学時健康診断を忘れずに
学校教育課　☎639-9045

会場ごとに日程が異なります。９月中
旬に、対象児童がいる家庭へ案内を
送りますので、確認して受診してくだ
さい。

  ▶盛岡・都南地域：10月中、各小
学校▶玉山地域：10月21日㈬13時半～
15時半、玉山総合福祉センター（渋民
字泉田）

 来年度小学校に入学する児童

市有地を売却します
管財課　☎613-8340

市有地１件（本宮六丁目）を入札によ
り売却します。購入希望者は入札参
加の申し込みが必要です。詳しくは、
市ホームページをご覧ください。

 入札日時：11月12日㈭10時から
 市役所本庁舎別館４階404会議室
 1008682

緑の募金にご協力を
林政課　☎626-7541

市役所本庁舎本館１階の窓口案内
所に振込用紙を用意します。ご協力

違反貼り紙除去ボランティア
景観政策課　☎601-5078

無許可のものや禁止された場所に貼
られている違反貼り紙を除去するボ
ランティアを募集します。

 20歳以上で市内在住または在勤
の２人以上のグループ

 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申請書
に必要事項を記入し、〠020-8532
（住所不要）市役所景観政策課へ郵
送または持参。随時受け付け

 1010263

スマート農業の導入へ補助
農政課　☎613-8458

農業用ドローン本体の購入費用と、
オペレーター講習の受講料の一部を
補助します。対象など詳しくは、お問
い合わせください。

 補助額：①農業用ドローン本体の
購入費用の２分の１※１台につき上限
60万円。２台まで②オペレーター講
習の受講料の２分の１※１人につき上
限15万円。２人まで

 窓口：９月30日㈬17時まで
 1032143

市金婚記念祝品の贈呈
長寿社会課内、金婚慶祝会実行委員会

☎603-8003

本年度の金婚慶祝会は中止し、希望
者に11月下旬に記念祝品を郵送で贈
呈します。

 昭和45年１月１日～12月31日の
間に結婚した夫婦

 ①地域の老人クラブ会長に申し
込み②窓口：市役所本庁舎本館５階
の長寿社会課③はがき―のいず
れかで申し込み。９月30日㈬必着。
②は同日17時半まで※電話とファク
スでの申し込みはできません
▶はがきで申し込む場合
はがきに夫婦の住所と名前・ふりが
な、生年月日、結婚年月日、電話番号

を記入し、〠020-8530（住所不要）
市役所長寿社会課内、金婚慶祝会実
行委員会へ郵送　  1006420

高齢者の生活を支援
長寿社会課　☎613-8144

住民のボランティアが、ごみ出しや草
取りなど、高齢者の生活を支援します。

 65歳以上で次のいずれかに該当
する人①要介護認定が要支援１また
は２の人②地域包括支援センターが
実施する基本チェックリストで生活
機能の低下が認められた人

 月500円
 担当の地域包括支援センターま

たはケアマネジャーに随時申し込み
 1028754

▶生活支援ボランティアを募集
詳しくはお問い合わせください。

都市計画原案の縦覧など
市街地整備課　☎639-9061

盛岡広域都市計画高度利用地区の変
更と中ノ橋通一丁目地区第一種市街
地再開発事業の決定に関わる原案を
縦覧し、説明会と公聴会を開催します。

 ①説明会：９月９日㈬14時～15時
（予定）②原案の縦覧：９月14日㈪
～28日㈪、平日９時～17時③公聴
会：10月12日㈪14時から

 ①③市総合福祉センター（若園
町）②市役所都南分庁舎２階の同課

 当日受付※公聴会で意見を述べる
人は10月5日㈪までに提出。詳しく
は、市ホームページをご覧ください

 1032293

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

９月26日㈯・27日㈰は利用できません。
 1025152

地域防災リーダー養成講座
消防対策室　☎626-7404

地域で防災活動をするために必要な
知識を学びます。

 ９月26日㈯・27日㈰、全２回、８
時45分～16時20分

 盛岡中央消防署（盛岡駅西通一）
 50人　

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

９/６
㈰

もりおか往診ホームケアクリニック 北飯岡三丁目20-３ 614-0133
加賀野消化器内科・内科クリニック 天神町11-8 604-1123
渋民中央病院 渋民字大前田53-２ 683-2336
吉田整形外科・リウマチ科クリニック 本町通一丁目９-28 604-3820
西島こどもクリニック 上田一丁目19-11 651-1369
じろう歯科クリニック 開運橋通１-21 622-4755
トマト薬局北飯岡店 北飯岡三丁目20-32 618-2657
天神町薬局 天神町８-24 681-2441
本町薬局 本町通一丁目９-28 652-8200
あおば薬局桜小路店 上田一丁目20-１ 656-1250

９/13
㈰

循環器内科金矢クリニック 津志田中央三丁目７-７ 601-2900
盛岡さくらクリニック みたけ四丁目36-32 645-3939
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
たかしクリニック 東仙北一丁目３-７ 635-5110
よしだクリニック 西仙北一丁目30-50 635-8341
和田歯科医院 神明町２-５ 652-5011
木の実薬局 津志田中央三丁目７-８ 656-0700
オアシス薬局 みたけ四丁目36-33 681-1034
エメラルド薬局仙北店 東仙北一丁目３-48 656-5331
ひばり薬局 西仙北一丁目30-51 635-9797

診療時間外に具合が悪くなったら

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。

２次救急医療機
関の受入診療科
はこちら

も
り

けんに挑戦
！も

り

け に挑戦挑

をお願いします。※春季の募金額は
496万9396円でした。ご協力ありが
とうございました

 ９月１日㈫～10月31日㈯
 1008281

読み終えた本の寄付にご協力を
地域福祉課　☎626-7509

読み終わった本の寄付を受け付けて
います。本は、一般の仕事に就くこと
が難しい人の支援のために役立てら
れます。詳しくはお問い合わせくだ
さい。　  1026937

盛岡広域スポーツコミックを発行
スポーツツーリズム推進室内、盛岡広域

スポーツコミッション事務局　☎603-8009

市の地域おこし協力隊が漫画で広域
のスポーツ情報を紹介する「ぱるス
ポ」の第４巻を発行
しました。盛岡広域
市町のスポーツ施設
で無料配布してい
ます。

 1029563

難病の患者・家族の学習会
保健予防課　☎603-8309

■生活動作を保つための講話
日常生活の動作で気を付けたいこと
を講話で学びます。

 ９月23日㈬10時～11時
 市保健所（神明町）
 30人※神経・筋疾患系難病患者の

家族、支援者
 電話：９月18日㈮17時まで

■「栄養」と「ストマの皮膚・排せつ
　ケア」の講話
①「食べることを考える」と題した講
話②「ストマを健康に保つために～
皮膚と排せつケア～」と題した講話

 ９月29日㈫①13時半～14時半②
15時～16時

 市保健所(神明町）
 各30人※炎症性腸疾患を抱える人

とその家族、支援者
 電話：９月18日㈮17時まで

幸せのお手伝いしませんか
日本結婚支援協会　☎613-5100

結婚支援ボランティアを募集してい

ます。当日は、見合いに関する情報
交換や結婚の相談などをします。

 ①９月12日㈯９時半～11時半②
18日㈮９時半～11時半

 ①市総合福祉センター（若園町）
②プラザおでって（中ノ橋通一）

 独身の子の結婚を望む親と同ボ
ランティアに興味のある人

 電話：開催日の前日まで

森林所有者の皆さんへ
盛岡広域振興局林務部　☎629-6611

森林環境を保全するため、手入れの
行き届かないスギやカラマツなどの
人工林を所有者に代わって間伐しま
す。対象や条件など詳しくは、お問
い合わせください。

もうひとつの進路合同説明会
もりおか若者サポートステーション

☎625-8460　  mail@morisapo.jp

通信制・単位制の高校や就労相談支
援機関などが、個別の進路相談に応
じます。

 ９月12日㈯13時半～15時半
 アイーナ６階団体活動室２・３（盛

岡駅西通一）
 中学３年生と高校を中退した人、

その家族・教員など
 電話・メール：９月11日㈮17時まで

宝くじの助成金で活動備品を整備
市民協働推進課　☎626-7535

宝くじの社会貢献広報事業である、自
治総合センターのコミュニティ助成に
より、中太田新田町内会がパイプテン

トや会議いす、音響機器などを整備し
ました。

寄付をいただきました

■株式会社北日本銀行
　石塚恭

ま さ

路
み ち

取締役頭取
120万円。市のスポーツ振興のために。
同行の寄付型私募債を発行した㈱橋
市の谷藤大

だ い

樹
じ ゅ

代表取締役社長が、市
を寄付先に指定したもの。
■一般財団法人岩手社会文化会館
　伊澤昌

ま さ

弘
ひ ろ

理事長
10万円。社会福祉のために。
■有限会社佐々木教材社
　佐々木義

よ し

人
と

代表取締役
交通安全のぼり旗168枚。小学校通
学路における交通事故防止啓発のた
めに。
■青山地区老活センター利用団体協
　議会　堤

つつみ

世
せ

知
ち

子
こ

会長
グランドピアノ用オールカバー。コミ
ュニティ施設管理運営のために。
■中華人民共和国山西省晋

し ん

城
じょう

市
医療用マスク５万枚および薬茶2000
缶。新型コロナウイルス感染予防のた
めに。
■第一生命保険株式会社盛岡支社
　中央通営業オフィス一同
サージカルマスク1000枚。新型コロ
ナウイルス感染予防のために。
■株式会社オノデラサイン
　小野寺久

きゅう

治
じ

代表取締社長
横断幕。新型コロナウイル
ス感染予防の注意喚起促
進のために。

■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

令和元年度３級問題（正解は12ページに掲載）
　藩政時代に盛岡城内の飲料水や茶道の水として用いられ、青龍水、
大慈清水と共に「盛岡三清水」と呼ばれている清水は何ですか。
①生

おい

出
で

湧水　②たたら清水　③御
お

田
た

屋
や

清水　④毘沙門清水

 日時　  場所　  対象、定員
 費用　  申し込み　  広報ID

マークの
見方

※特に記載がない場合、費用は無料


