
もりおかインフォ
広報ＩＤ：市ホームページのトップページにある検索窓に入力すると、詳
細情報を閲覧できます。
QRコード®：㈱デンソーウェーブの登録商標です。スマートフォ
ンのカメラ機能などを使って読み取ることで、簡単にホームペ
ージなどにアクセスし、詳細情報を閲覧することができます。
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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
リハビリ

相談
11/13㈮
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

11/18㈬
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★

空き家・
不動産

無料相談
11月11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★

高齢者・障
がい者なん
でも110番

11月18日㈬
13時～17時

県福祉総合相談センター（本町
通三）※電話相談もあります

岩手弁護士会
☎651-5095
電話相談
☎625-0110

★要事前申し込み

渋民図書館の休館
渋民図書館　☎683-2167

図書点検のため11月17日㈫から25
日㈬まで休館します。

児童虐待防止推進月間
子ども家庭総合支援センター

 ☎601-2414

11月は同推進月間です。今年のキャ
ッチコピーは、「189（いちはやく）
知らせて守る 子どもの未来」。虐待
しそうになった、虐待してしまった
ときなど、1人で悩まずに相談くださ
い。また、周りに虐待を受けているの
ではないかと感じる子どもがいたら、
迷わず同支援センターか児童相談所
全国共通ダイヤル☎189（通話料無
料）へ連絡してください。

まちなか・おでかけパス
県交通☎654-2141・県北バス☎641-1212 

ＪＲバス東北☎604-2211

12月１日㈫から来年５月31日㈪まで
利用できる同パスを販売します。

防犯活動推進協議会の委員
くらしの安全課　☎603-8008

防犯活動の推進に関して意見を述べ
る委員を募集します。任期は、来年１
月１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市の他の委員を務め
ていない④平日の日中に開く年１回
程度の会議に出席できる

 市役所本庁舎本館６階の同課や
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）
市役所くらしの安全課へ郵送または
持参。郵送は11月30日㈪消印有効。
持参は同日17時まで　  1017282

「起業家塾@もりおか」の受講生
立地創業支援室

☎626-7551　ファクス626-4153

事業立ち上げまでの手順や成功のた
めの具体策などを学ぶ講座の受講生
を募集します。

 16人※盛岡市と滝沢市、矢巾町、
紫波町に在住または勤務先があり、
起業や創業に関心がある人

 11月19日～12月24日、木曜、全６
回、18時半～20時半　  3000円

 市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、〠
020-8530（住所不要）市役所立地
創業支援室へ郵送またはファクス。
11月10日㈫17時必着。応募多数の
場合は抽選　  1017559

スポーツ少年団（基礎スキー）
市スキースポーツ少年団の吉田さん

☎624-4038

 50人※小・中学生
 新規1万2000円、継続7000円 
 結団式で申し込み：印鑑と会費を

持参※参加できない場合は、電話で随
時受け付けます　  1024521
▶結団式

 11月14日㈯14時～14時半
 盛岡タカヤアリーナ（本宮五）

保育施設の入園受け付け
子育てあんしん課　☎626-7511

令和３年度の保育施設の入園申込
案内を11月４日㈬から配布するほか、
市ホームページにも掲載します。申込
案内に沿って各締切日までに、必要
書類を提出してください。

 配布場所：同課（神明町）、都南総合
支所税務福祉係（津志田14）、玉山総
合事務所健康福祉課（渋民字泉田）

 1002502

市立幼稚園の入園受け付け
学務教職員課　☎639-9044

令和３年度の太田・米内・好摩の各市
立幼稚園への入園願書を11月２日㈪
から受け付けます。 

 窓口：各園に備え付けの募集要項
を確認の上、入園願書と、本人と保護
者の住民票、健康診断書を入園希望
の園に提出してください 

 ▶入園手続きに関すること：太田
幼稚園☎659-0597、米内幼稚園☎
667-2151、好摩幼稚園☎682-1300。
▶その他の入園に関すること：同課

 1002726

障がい者雇用のための名簿登録
職員課　☎626-7505

市は、障がいのある人を積極的に雇
用するため、会計年度任用職員を希
望する人の名簿登録制度を実施して
います。

 障害者手帳など、障がいの種別と
等級の分かる書類の写しと履歴書を
〠020-8530（住所不要）市役所職員
課へ郵送または持参　  1012076

差し押さえ物件の公売
納税課　☎613-8466

市が差し押さえた不動産や動産を
Y

ヤ フ ー

ahoo！官公庁オークションで公売 
します。 

 ▶せり売り：11月27日㈮13時～
29日㈰23時。▶入札：11月27日㈮
13時～12月４日㈮13時

 11月５日㈭13時～20日㈮23時
 1010803 

お知らせ募　集

休日救急当番医・薬局   　　     内科　  外科・整形外科
　※往診はできません          　　　　     小児科　  歯科　  薬局
日 区分 名称 所在地 電話番号

11/８
㈰

ささき医院 中野一丁目27-10 653-0230
大屋内科胃腸科クリニック 西青山一丁目16-43 647-3255
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
さかもと整形外科 天神町11-３ 623-8555

森田小児科医院 緑が丘四丁目１-50
アスティ緑が丘１階 662-3326

金子歯科医院 肴町４-25 622-2842
コスモ調剤薬局 中野一丁目30-３ 653-6133
西青山薬局 西青山二丁目４-17 601-4141
ヨシダ調剤薬局 天神町11-４ 625-8148
調剤薬局アスティこうの 緑が丘四丁目１-50 662-2877

11/15
㈰

金子胃腸科内科 乙部13-135-３ 696-2012
澤田内科医院 上田一丁目６-11 654-1007
菊池整形外科・形成外科クリニック 清水町５-22 606-5100
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
開運橋歯科クリニック 開運橋通２-34 654-5841
オトベ薬局 乙部13-135-１ 675-1151
上田薬局 上田一丁目６-９ 625-5612
清水町調剤薬局 清水町５-18 654-7253
こなん薬局 上田字松屋敷23-３ 664-1115

※11月１日㈰・３日㈫の休日救急当番医・薬局は10月15日号に掲載しています

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

 販売日時：11月９日㈪以降の10 
時～15時※土・日曜と祝日、年末年始、
各施設の休業日を除く 

 販売場所：プラザおでって１階交 
流プラザ内バス乗車券売り場（中ノ 
橋通一）、盛岡駅前バス案内所など

 市内在住で購入時に70歳以上の人 
 1000円※遠距離の人は2000円
 1001839 

一関・盛岡間駅伝競走大会
岩手日報社事業部　☎653-4121 

11月23日㈪12時半から13時半ごろ
まで、選手が市内を通過するため交
通規制が行われます。規制範囲は見
前～南仙北間の国道４号から仙北
町、東北銀行本店前（内丸）まで。沿
道で観戦する場合は、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、▶マスク
の着用▶ソーシャルディスタンスの確
保▶大声での応援の自粛などにご協
力をお願いします。詳しくは、岩手日
報社ホームページをご覧ください。

■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）
　「恥ずかしい」は盛岡弁で何と言いますか。
①オショス　②セッコギ　③ゴンボホリ　④サガシイ

 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

美肌の湯 vol.２

花梨風呂が始まります！
　美肌や新陳代謝の促進、疲労回復、風邪の予防な
どに効果があるといわれている花梨風呂。ユートラン
ド姫神の敷地内で収穫した花

か

梨
り ん

を使った花梨風呂を
11月中旬から始めます。日に日に寒くなるこの時期に、
花梨の香りに包まれてゆっくりと温泉を楽しんでみて
はいかがでしょうか。

 ユートランド姫神（下田字生出893-11）☎683-3215

　営業時間【温泉】10時～22時※受付は21時まで
　　　　   【食堂】11時半～14時と18時～20時
　※11月９日㈪～12日㈭は、施設点検のため休館します

マスコットキャラクター
ランちゃん

不審な電話に注意！
 消費生活センター☎624-4111

　次のような手口でキャッシュカードをだまし取られる被害が増加してい
ます。市や警察、銀行がキャッシュカードを預かることはありませんので、
絶対に他人に渡さないようにしましょう！

警察官や銀行員などを装
い、このような電話をかけ、
その後自宅を訪問し、キャ
ッシュカードをだまし取ろ
うとします

トラブルに遭わないために
・キャッシュカードは他人に渡さない
・暗証番号は他人に教えない
・電話でキャッシュカードや銀行口座の話

新型コロナウイルス対策
のために新しいキャッシ
ュカードに交換する必要
がある 悪質商法撃退キャラ

クター がんがん君

キャッシュカードが不正に使
用されている。悪用を防ぐた
め、キャッシュカードを回収
する必要がある

✿ 平日の入浴料が割引に！
【割引期限】来年３月末日まで
【注意事項】広報もりおかまたは運転免許証などの、
盛岡市在住であることを証明できるものを、受付で提示
してください。※１回の提示につき５人まで利用できます

　来年１月10日㈰に開催を予定している成人のつどいは、
ウェブ配信などの開催方法に変更します。市内在住の対
象者には、11月下旬以降に案内はがきを送付します。また、
市外在住で帰省先が市内にあり、記念誌などを希望す
る人は、往復はがきに住所と名前、生年月日、帰省先の住所（帰省先がな
い場合は、住んでいた住所又は通っていた学校名）を記入し〠020-8532
（住所不要）市役所生涯学習課へ郵送してください。12月21日
㈪必着。詳しくは市ホームページをご覧ください。

 平成12年４月２日～平成13年４月１日生まれの人

成人のつどい  生涯学習課☎639-9046

録音機能付電話機など
の購入に補助をしてい
ます。詳し
くは お 問
い 合わ せ
ください

小学生　250円
大人　　450円

割引後

題が出た場合、詐欺の可能性があるため、 
不審な電話はすぐに切る

ユートランド　　 チャンネル姫神

■不審な電話の例


