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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

 日時　  場所　  対象、定員　  託児
 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

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

４/４
㈰

ささき医院 中野一丁目27-10 653-0230
みたけ消化器内科クリニック みたけ㆕丁目11-46 641-8511
渋民中央病院 渋民字大前田53-２ 683-2336
菊池整形外科・形成外科クリニック 清水町５-22 606-5100
西島こどもクリニック 上田一丁目19-11 651-1369
さとう歯科クリニック 永井20-１-91 637-7373
コスモ調剤薬局 中野一丁目30-３ 653-6133
てんとうむし薬局 みたけ四丁目11-48 681-9227
清水町調剤薬局 清水町５-18 654-7253
あおば薬局桜小路店 上田一丁目20-１ 656-1250

４/11
㈰

金子胃腸科内科 乙部13-135-３ 696-2012
本間内科医院 上田二丁目20-13 622-5970
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
緑が丘整形外科 緑が丘三丁目２-45 664-1555
よしだクリニック 西仙北一丁目30-50 635-8341
さとう歯科医院 黒石野一丁目10-３ 661-8241
オトベ薬局 乙部13-135-１ 675-1151
ワカバ薬局 材木町６-15 622-3067
エメラルド薬局緑が丘店 緑が丘三丁目２-35 665-3360
ひばり薬局 西仙北一丁目30-51 635-9797

４/18
㈰

川久保病院 津志田26-30-１ 635-1305
かなざわ内科クリニック 上堂一丁目18-24 647-3057
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
たぐち脳神経外科クリニック 本町通一丁目４-19 621-1234
吉田小児科 梨木町２-13 652-1861
あおば歯科小児歯科クリニック 前九年三丁目19-46 648-0222
オーロラ薬局 南仙北三丁目２-30 635-1233
なごみ薬局 上堂一丁目18-26 648-0753
下小路薬局 本町通一丁目６-31 604-9101
ぺんぎん薬局 梨木町２-14 652-3345

診療時間外に具合が悪くなったら

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
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

インフルエンザなどの検査は実施していません

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

■症状が比較的軽い場合は「初期救急医療機関」へ

■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

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間
納付相談

①４/６㈫・８日㈭
　17時半～20時
②毎週木曜
　17時15分～19時

①納税課（市役所本庁舎別館
　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

花と緑の
相談

10月までは毎週火曜、
11月～２月は毎月第
２火曜、10時～15時

市民ホール
（市役所本庁舎本館１階）

公園みどり課
☎639-9057

補聴器
相談

４/15㈭
10時～11時半

盛岡地域福祉センター
（手代森14）

同センター
☎696-5640★

ひきこもり
相談 平日、９時～17時 市総合福祉センター

（若園町）
市社会福祉協議会
☎651-1000

空き家・
不動産相談

４/14㈬
10時～15時

全日本不動産協会岩手県本部
（八幡町）

同岩手県本部
☎625-5900★

★要事前申し込み

づくりのボランティアを募集します。
 ４月～11月、土曜、６時～７時※

雨天時は翌日
 保険料200円※市外の人は350円
 電話　  1010572

赤ちゃん応援特別給付金の
申請を忘れずに

母子健康課　☎603-8303
令和２年４月28日から令和３年４月１
日生まれで、市に住民登録をした子ど
も１人当たりに10万円を給付してい
ます。詳しくは市ホームページをご覧
ください。

 住民登録後、同課から郵送した申
請書に必要書類を添えて、返信用封
筒で郵送または持参。郵送は５月10
日㈪必着。持参は同日17時まで

 1031874

水質検査の受け付け
生活衛生課　☎603-8310

井戸水などの飲用水の水質検査を実
施します。希望する人は、事前に市保
健所（神明町）6階の同課で専用容
器を受け取り、表２の受付日に水を
採取して持参してください。

 ▼簡易検査（11項目）：8470円

▼一般検査（23項目）：2万6610円
 1019002
表２　水質検査受付日程
月 簡易検査 一般検査

４月 ７日㈬・26日㈪ －
５月 12日㈬・17日㈪ －
６月 ２日㈬・21日㈪ 21日㈪
７月 ７日㈬・19日㈪ －
８月 ４日㈬・30日㈪ －
９月 13日㈪・29日㈬ 13日㈪

地域などでの学習活動を支援
中央公民館　☎654-5366

市は、生涯学習や家庭教育に関する地
域での学習活動を支援しています。支
援内容などについて説明会を開催し
ます。詳しくはお問い合わせください。

 生涯学習関連は４月23日㈮、家
庭教育関連は5月14日㈮、10時～11
時半　

 中央公民館（愛宕町）

市の職員
職員課　☎626-7505

本年７月採用と令和４年度採用の職
員を募集します。職種や人数、受験資
格は表１のとおりです。

 試験日：５月16日㈰
 試験会場：市役所本庁舎（内丸）
 受験案内と応募用紙は、市役所本

庁舎本館４階の同課や各支所などに
備え付け、または市ホームページから
ダウンロードできます。郵送を希望
する場合は、返信先を記入し120円
分の切手（速達での返信を希望する
場合は410円分）を貼った返信用角
２封筒を同封し「受験案内請求」と
明記の上、4月16日㈮までに〠020-
8530（住所不要）市役所職員課へ
送付してください。受験の申し込み
は応募用紙に必要事項を記入し、同
課へ郵送または持参。受付期間は4
月５日㈪～28日㈬。郵送は28日㈬
消印有効。持参は同日17時半まで　

 1034378

市都市計画マスタープラン
全体構想（変更素案）への意見

都市計画課　☎639-9051
同マスタープランの変更素案への意見
を募集します。同案は市役所都南分
庁舎２階の同課や各支所に備え付け
る他、市ホームページにも掲載します。

 任意の用紙に住所と氏名、意見を
記入し、〠020-8532（住所不要）市役
所都市計画課へ郵送または持参。郵
送は４月20日㈫必着。持参は同日17
時まで　  1034096

不来方大学院の学生
中央公民館　☎654-5366

一般教養や時事問題などについて学

習したい人を募集します。
 開講期間：５月13日～11月４日、

木曜、全20回、９時45分～15時
 108人※65歳以上　  4500円
 往復はがき：必要事項の他、生年

月日を記入し、〠020-0013愛宕町
14-１中央公民館へ郵送。４月15日㈭
必着　  1034331

介護予防ヨガ教室・介護予防
太極拳教室の運営団体
長寿社会課　☎603-8003

継続的な健康づくりの機会として、60
歳以上の市民向けに開催する各教室
の運営を請け負う団体を募集します。
応募方法など詳しくは、市ホームペー
ジをご覧ください。

 委託期間：６月１日～来年３月31日
 応募書類を〠020-8530（住所不

要）市役所長寿社会課へ郵送または
持参。郵送は４月23日㈮必着。持参
は同日17時まで　  1022448

盛岡ゆうゆう大学の学生
長寿社会課内、盛岡ゆうゆう大学事務局

　☎603-8003　

健康や芸術、地域文化などさまざま
な講座の受講生を募集します。

 開講期間：７月２日㈮～来年２月４
日㈮※講座により回数は異なります

 60歳以上　
 同事務局や各支所、各老人福祉セ

ンターなどで配布する入学願書に必
要事項を記入し、願書配布場所に持参
または〠020-8530（住所不要）市役
所長寿社会課内、盛岡ゆうゆう大学
事務局へ郵送。郵送は5月７日㈮必着。
持参は同日17時まで　  1006424

開運橋花壇クラブの会員
公園みどり課内、

市グリーンバンク事務局　☎639-9057

開運橋から見える北上川沿いの花壇

募　集

も
り

けんに挑戦
！も

り

け 挑戦挑

 各150人※10人以上で構成される
幼稚園・保育園や小・中学校のPTA、
女性・高齢者団体、町内会などの構
成員　  1000682

学びの循環推進事業（一般
コース）を活用しませんか
中央公民館　☎654-5366　

各種サークルなどが行う学習会など
へ、豊かな知識や優れた技能を持つ
市民や団体などを、講師として派遣し
ます。詳しくはお問い合わせください。

 10人以上の団体
 実施の１カ月前まで　  1000685

浄化槽設置補助金
給排水課　☎623-1426

し尿と生活雑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。対象や補助額など詳
しくは、お問い合わせください。

 申込期間：4月19日㈪～23日㈮

成人歯科健康診査は
６月25日から開始します
健康増進課　☎603-8306

本年の同診査は、６月25日㈮から来
年３月10日㈭まで実施します。対象
など詳しくは、お問い合わせください。

 500円　  1006576

春の全国交通安全・地域安全運動
くらしの安全課　☎603-8008

 実施期間：4月6日㈫～15日㈭　
 1001109
▶交通安全運動：子どもと高齢者の
安全な通行を確保するなど交通事故
から尊い命を守りましょう。
▶地域安全運動：鍵かけの励行など
家庭や地域で防犯意識を高めましょう。

障がい者へタクシーや
ガソリン・軽油料金を助成
障がい福祉課　☎613-8346

 自動車税や軽自動車税の減免を
受けていない在宅の人で、次のいず
れかに該当する人
▶タクシー：①身体障害者手帳1級②
視覚や下肢、体幹に障がいがあり身
体障害者手帳2級③療育手帳④精神
障害者保健福祉手帳１級保有者

令和元年度３級問題（正解は12ページに掲載）
　２月14日は「バレンタインデー」、３月14日は「ホワイトデー」です。では、盛岡市
内の飲食店などが協賛して盛り上げている４月14日は、何の日とされていますか。
①冷麺の日　②じゃじゃの日　③わんこそばの日　④はっとの日

お知らせ

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。

▶ガソリン・軽油：①～④の他に条件
があります

 600円の助成券を月数に応じて交付
※助成券の利用期限は来年３月31日㈭

 該当する手帳と印鑑を持参し、市
役所本庁舎本館５階の同課か都南総
合支所税務福祉係、玉山総合事務所
健康福祉課で申請。４月１日㈭から受
け付けます　  1004143

メインプールの利用再開
総合プール　☎634-0450

総合プール（本宮五）のメインプール
は４月１日㈭から利用できます。

 1006907

企画展示室の利用再開
中央公民館　☎654-5366

中央公民館（愛宕町）の企画展示室
の改修が終わり、７月１日㈭から利用
できます。

 窓口・電話：利用日の３カ月前から
 1000667

子育て支援の有償ボランティア
説明会

市ファミリーサポートセンター
　☎625-5810

同ボランティアの仕組みなどを紹介
する説明会を開催します。

 ４月14日㈬、５月14日㈮、10時～
12時と13時半～15時半

 市総合福祉センター（若園町）
 市ファミリーサポートセンターの

会員と同ボランティア活動に興味の
ある人　

 電話：4月５日㈪９時から
 1002527

国際交流活動を応援します
文化国際課内、盛岡国際交流協会

　☎626-7524　

盛岡の魅力の情報発信や通訳など
の国際交流活動をしている市内の民
間団体に、最大10万円を補助します。
申請方法や対象事業など詳しくは、
同協会ホームページをご覧ください。

 募集期間：４月５日㈪～
５月７日㈮

寄付をいただきました

■㈱ブレーンリンク・ダイニング
　岡本知

ともゆき

幸代表取締役兼会長
医療用N95マスク600枚・次亜塩素
酸水20㍑10箱。新型コロナウイルス
感染予防のために。

■米内浄水場の桜の一般公開は中止
新型コロナウイルス感染症対策のた
め、本年の一般公開は中止します。場
内への立ち入りや周辺での無断駐車
をしないようお願いします。

 同浄水場☎667-2280

　　　　＜お詫びと訂正＞
３月15日号の11ページに掲載した寄
付の記事に誤りがありました。「信用
中央金庫」は、正しくは「信金中央金
庫」です。お詫

わ

びして訂正します。

表１　募集する職種や受験資格など
職種 採用時期 人員 受験資格

医療相談員 令和３年７月 １人 昭和57年４月２日以降生まれ、
社会福祉士の資格を有する人

作業療法士 令和３年７月 １人 昭和59年４月２日以降生まれ、
作業療法士の資格を有する人

看護師
令和３年７月 10人程度 昭和57年４月２日以降生まれ、

看護師の資格を有する人令和４年４月 10人程度


