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お知らせ版

発行部数／ 14 万 4500 部
市内全世帯に配布しています

新型コロナウイルス感染症に関する、不当な差別と偏見をなくしましょう

新型コロナワクチンを

市は３月26日に、昭和32年４月１日以前に生まれ
た高齢者へ、新型コロナワクチンの接種に必要な接
種券を発送しました。それ以外の人への接種券発送
は、６月以降を予定しています。同ワクチンを接種す
るまでの流れを紹介します。※３月31日時点での情報です

接種するまで

象】16歳以上の市民 【接種費用】無料

【接種場所】市内各医療機関など（調整中）

あり

６月以降

接種

② 65歳以上の高齢者※

感染予防を心掛けて生活

接種券の送付

本人の同意なく接種を強制することはありません。感染症予防の
効果とリスクを理解した上で接種を受けましょう。また、接種を他人
に強要したり、差別・偏見をしたりするのはやめましょう。

事業者の皆さんへ

モリオ☆エールへの参加はお早めに！

４月26日㈪までに市プレミアム付き応援チケット「モリオ☆エール」への申し
込みが完了した事業者は、
「参加店舗一覧チラシ」に掲載されます。申し込み方
法など詳しくは、市または盛岡商工会議所のホームページをご覧ください。

９時～18時（土・日曜、祝日含む）

新型コロナウイルスワクチンの接種予約は、まだできません

盛岡商工会議所「応援チケット係」
☎624-5880
1031329

日程などの詳細が決まり次第、
市ホームページなどでお知らせします
（３月31日時点）

＜マークの見方＞
定員、対象

託児

会場までバス移動

広報ID

２－３ イベント情報・外山森林公園開園

※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）

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
はがき／往復はがき：①催し名②住所③名前④年齢⑤性別⑥電話番号を記入し、申込
期限必着で郵送。定員を超えた場合は抽選
ファクス・メール：上記①～⑥と⑦ファクス番号（ファクスの場合のみ）を記入し、ファ
クスまたはメールで申し込み。申込開始日時から先着順に受け付け

（

発行／盛岡市 〒 020-8530 盛岡市内丸12-２
☎ 019-651-4111（代） ファクス 019-622-6211
編集／市長公室広聴広報課
☎ 019-613-8369（直通）
✉info@city.morioka.iwate.jp

市が主催するイベントや会議などは新型コロナ
ウイルス感染防止対策を徹底して開催しますが、
感染拡大の状況などにより中止や延期となる場合
があります。詳しくは、市ホームページをご覧になる
か、担当課または施設へお問い合わせください。

盛岡商工会議所の
ホームページはこちら▶

目次 新型コロナウイルス感染症関連
（ １ 新型コロナワクチンを接種するまで モリオエール ）

費用※特に記載がない場合は無料

問い合わせ

接種に不安がある人
はかかりつけ医に相
談するか、厚生労働
省ホームページ「フ
ァイザー社の新型コ
ロナワクチンについ
て」をご覧
ください

予診票は自宅などで記入し、接種会場に持参してください

65歳以上の人でワクチン接種券がお手元に届いていない場合はー
盛岡市新型コロナワクチンコールセンターにご連絡を！

0120-220-489（無料）

予約方法やワクチン
接種の流れは接種券
に同封するチラシを
ご覧ください

接種券に同封している

自分が接種できるまで、接種券は大切に保管してください

申し込み※下記を参照

予約（予約システムやコ
ールセンターへ電話）

２回目の接種後

※高齢者の優先接種
患者の重症化や院内・施設内クラスターの発生を抑制・予防し、医療・介
護提供体制を維持・確保するために、高齢者のうち長期入院・入所中の人を
優先して順次接種を進めます。

場所

接種を希望する

予約した会場で接種

接種

③ 高齢者以外の基礎疾
患のある人
介護施設などの従事者
60～64歳の人
④ ①～③以外の人

日時

なし

２回目の予約に戻る

接種を
しない

対象者ごとの接種と接種券送付時期（①～④は接種の優先順位）

５月

感染予防を心掛けて生活

かかりつけ医に相談

市ホームページはこちら▶

４月

接種を希望しない

通院・服薬の有無

ワクチン供給などの状況に応じ、準備が整い次第、表のとおり接種と接種
券の送付を開始します。詳しい日程は市ホームページやＳＮＳ、テ
ＱＲ
レビ、新聞などでお知らせします。

① 医療従事者など

見本

接種を希望する

２ 接種と接種券送付の予定

対象者

この封筒で届きます

接種券が届く

【接種回数】２回※１回目の接種後、一定期間をおいて再度接種

表

1551

３ 接種までの流れ

１ ワクチン接種の概要
【対

No.

）

４－５ 子育て情報・小児救急
６－７ もりおかインフォ・休日救急当番医など
８ 健康ひろば

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。

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

イベント情報
キャラホール・都南公民館
〠020-0834 永井24-10-１
☎637-6611
kouza-kyara@mfca.jp
デ

ー

■ピアノ開放DAY
フルコンサートピアノ「スタインウェ
イＤ-274」で演奏できます。
５月１日㈯～５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人１時間1000円※期間中４時
間まで
窓口・電話：４月21日㈬10時から
■お父さんとつくる！母の日ごはん講座
母の日に喜ばれる夕食を作ります。詳し
くは市ホームページをご覧ください。
５月９日㈰15時～17時
６組※小・中学生と父親
2200円
往復はがき・メール：必要事項の他、
学校名、学年を記入し送付。４月27日
㈫必着※応募多数の場合は抽選
1034476

いわぎんスタジアム
〠020-0834 永井８-65
☎632-3344

■障がい者スポーツ振興事業
①ラグビーとサッカーの練習会②親
子サッカー教室。時間や内容など詳し
くは、市ホームページをご覧ください。
５月22日㈯・６月５日㈯・６月20
日㈰・８月７日㈯・８月21日㈯、全５回
①各20人※知的・発達障がいのあ
る中学生以上②親子15人程度※同障
がいのある小・中学生と保護者
①各220円②550円
電話：４月20日㈫10時から
1026165

総合プール

〠020-0866 本宮五丁目３-１
☎634-0450
ゴ ー トゥー

ス

イ

ム

■GO TO SWIM‼
リニューアル記念イベント
施設を無料開放し、ウォーターボール
体験やゲームなどを開催します。詳し
くは市ホームページをご覧ください。
5月５日㈬10時～16時
広
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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
電話：４月21日㈬10時から
1034356

盛岡タカヤアリーナ
〠020-0866 本宮五丁目４-１
☎658-1212

■卓球教室
５月６日～27日、木曜と31日㈪、
全５回、10時～12時
32人※18歳以上
3300円
電話：４月21日㈬10時から
1026161

市内在住の美術家、杉本さやかさん
の作品展。
４月23日
㈮～７月11日
㈰ 、1 0 時 ～
17時
1034511

企画展のチラシ

都南つどいの森
〠020-0842 湯沢１-88
☎638-2270

盛岡体育館
〠020-0066 上田三丁目17-60
☎652-8855

■バドミントン教室
５月18日～８月17日、火曜、全８
回、19時15分～20時45分
20人※高校生を除く18歳以上
8844円
電話：４月21日㈬10時から
1024270
■ルーシーダットン教室
タイ式の健康体操を体験します。
５月19日～７月14日、水曜、全6
回、10時半～11時半
15人※高校生を除く18歳以上
4422円
電話：４月20日㈫10時から
1026164

都南体育館

■木製・新聞コンテナ（古新聞ストッ
カー）作り教室
４月22日㈭～24日㈯、９時半～
15時
各４人※中学生以上
各2000円
電話：４月18日㈰９時から
1030278
■つどいの森さくら祭り
木 工作 品のオークションや木 工体
験、屋台・フリーマーケットの出店の
他、市内在住のシンガーソングライタ
ー・田口友 善さんのライブを開催し
ます。
４月29日㈭10時～15時
ゆうぜん

1034386
▶桜の苗木の植樹
13組
電話：４月18日㈰９時から

〠020-0835 津志田14-19-１
☎637-2219

■初心者のためのテニス教室
硬式テニスの基礎を学びます。
５月11日～６月15日、火曜、全6
回、13時半～15時半
10人
5000円
電話：４月20日㈫９時から
1025949

サンライフ盛岡

〠020-0861 仙北二丁目４-12
☎635-9600

表のとおり講座を開催します。
電話
表

中央公民館

〠020-0013 愛宕町14-１
☎654-5366 ファクス 653-3505

■よくおでんした盛岡へ
盛岡の歴史を学ぶ講座や盛岡ふるさ
とガイドによる市内の案内など。
５月11日～６月８日、火曜、全５回、
おおむね10時～12時半
同公民館や盛岡手づくり村（繫字
尾入野）、啄木新婚の家（中央通三）
など
15人※令和２年以降に市内
に転入した人
1080円※食事代は別途
往復はがき・ファクス：４月28日㈬
必着
1034328
■茶道にチャレンジ！
表千家など茶道５流派の作法を学び
ます。白い靴下、茶席用扇子、懐紙、菓
子切りを持参してください。
5月～11月のおおむね第３日曜、
全５回、12時半～15時※８月・10月
を除く。５月23日は12時から
20人※小学生は保護者同伴
5200円
往復はがき・ファクス：５月8日㈯
必着
1034471

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（Andoroid)の基本操
作やインターネット、災害対策アプ
リなどの活用方法を学びます。スマー
トフォンは貸し出します。
５月12日㈬13時半～15時半
20人※おおむね50歳以上でスマ
ートフォンを持っていない人
往復はがき：４月30日㈮必着
1034475
ア ン ド ロ イ ド

サンライフ盛岡の講座内容など
講座名
日時
定員

内容（費用）
申し込み
カラフルな色合いやさまざまな模
４/20㈫
５/15㈯
10人 様のマスキングテープを使って、貼
アートdeあそぼう！
10時～
10時～11時45分
り絵アートを作ります。
（1500円）
デ

もりおか啄木・賢治青春館
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-25
☎604-8900

■企画展「杉本さやか展 窓外の街」

はじめての太極拳

中国古来の伝統武術の太極拳を体 ４/21㈬
５/17㈪
15人
験します。
（500円）
10時～
10時～11時45分

ワイヤーワークの技法で、花と蝶を
ワイヤーワークde ５/29㈯
４/24㈯
８人 モチーフにしたガーデンピックを作
10時～
クラフト
13時半～16時半
ります。
（2000円）
デ

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１
☎643-2288

■土日で学ぶ！ワード入門
文章作成などの基礎操作を学びます。
５月15日㈯・16日㈰、10時～16時
10人
4650円
電話：４月27日㈫10時から
1032780
■盛岡の歴史入門講座
中世社会のしきたりや幕末から明治
の歴史を学びます。
5月22日㈯・6月５日㈯、全２回、
10時～12時
50人
500円
往復はがき：５月７日㈮必着
1026246

原敬記念館

〠020-0866 本宮四丁目38-25
☎636-1192

■入門講座「いちから分かる原敬」
講座と施設内の史料解説により、原
敬の生涯や功績などを学びます。
５月８日㈯13時半～15時半
10人
電話：４月24日㈯10時から
1024203

石川啄木記念館

〠028-4132 渋民字渋民９
☎683-2315

■春うらら、レコード鑑賞会
啄木が暮らした同施設内にある旧斎
藤家で、蓄音機の音色を鑑賞します。
４月29日㈭10時～16時
1022472

区界高原自然の家

〠028-2631 宮古市区界２-111
☎0193-77-2048 ファクス0193-77-2124
sizennoie@city.morioka.iwate.jp

はがき・ファクス・メール：必要事項
の他、学校名と学年、交通手段、食物
アレルギーの有無を記入
■春のファミリーデー
①水晶コース②兜山コース
５月５日㈬９時半～12時半
かぶとさん

広

各30人※①３歳～中学生の子と保
護者②小・中学生の子と保護者
４月23日㈮必着
1034376
■親子でカレー作り
カレー作りと水晶探しをします。
５月15日㈯９時半～15時
30人※３歳～中学生の子と保護者
1000円
４月29日㈭必着
1034377

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-１
☎635-6600

■GW！古代体験ひろば
古代風ストラップとお守りネックレ
ス、土偶マグネットの中から１つを作
ります。
４月29日㈭～５月５日㈬、10時～
11時と13時半～14時半
各５組※４歳以上。幼児は保護者同伴
各100円※別途入館料が必要
1009440

東京2020オリンピック・
パラリンピック聖火トーチ巡回展
スポーツツーリズム推進室
☎603-8009

聖火トーチの実物やオリンピック・パラ
リンピックの関連資料を展示します。
４月24日㈯～26日㈪、
10時～19時
クロステラス盛岡（大通三）
1034463

など詳しくは、市ホームページをご覧
ください。
４月25日㈰～６月６日㈰
市民文化ホール（盛岡駅西通二）
、
盛岡劇場（松尾町）
ほか
1034469

盛岡・宮古絆フェスタ
道路管理課

☎626-7518

「宮古盛岡横断道路」の全線開通を
記念し、
さんさ踊りの披露や宮古市の
山口太鼓の演奏、特産品販売などのイ
ベントを開催します。
５月１日㈯11時～16時
道の駅やまびこ館（宮古市）
1034465

環境学習講座
ecoキッズ森っ子探検隊！
環境企画課

☎626-3754

春の森を散策し、山菜の観察と料理を

楽しみます。
５月8日㈯10時～14時
都南つどいの森（湯沢１）
10組30人程度※４歳～12歳の子
と保護者
1人328円
電話・ecoもりおか応
募フォーム：４月26日㈪
17時まで
エ

コ

ノルディックウオーキング教室

まつぞのスポーツクラブ

☎663-9280

ポールを使ったノルディックウオーキン
グの歩き方を学びます。
５月17日㈪・24日㈪、全２回、10
時～11時半
高松多目的広場駐車場（高松三）
15人※20歳以上
1600円※ポールは無料貸し出し
電話：４月19日㈪10時から
1032171

外山森林公園が開園します！
外山森林公園管理事務所☎681-5132

1000894

91㌶の広さ（東京ドーム約20個分）を誇る外山森林公園（薮川字大
の平）。夏場のキャンプや雨天時でも楽しめるバーベキューの他、木製
アスレチックやキノコ栽培、そば打ちなど豊富な体験メニューがありま
す。家族や仲間でアウトドアを楽しんでみませんか。
４月29日㈭～11月15日㈪、９時～17時※９月１日㈬以降は16時まで。
毎週火曜休園※7月１日㈭～9月１日㈬は休園なし
■キャンプ場
７月１日㈭～９月１日㈬
貸テント４人用500円、
２人用300円
電話：４月29日㈭から

■食堂「外山そば」
５月７日㈮～11月
15日㈪９時～14
時※毎週月、火
曜定休日

聖火トーチ展示の様子

市消防演習

消防対策室

☎626-7404

①消防操法訓練など②まとい振りや
一斉放水などの実演。
４月29日㈭①８時40分から下
小路中（愛宕町）②11時から中の橋た
もとの中津川河川敷
1030797

盛岡芸術祭

文化国際課

☎613-8465

市民の皆さんの日頃の芸術文化活動
の成果を披露します。各部門の日程

バスで行く！春薫る「山野草会」試食付き
同公園内の散策や樹木・植物の観察の他、摘草料理の試食会をします。
５月17日㈪９時～14時半
上ノ橋観光バス専用駐車場（本町通
一）に集合
20人
2500円
往復はがき：必要事項を記入し、
〠0282711薮川字大の平31-１同公園管理事務
所へ送付。４月30日㈮消印有効
1030263

告

広報もりおか ３. 4. 15

3

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

子ども科学館へ行こう！
子ども科学館は、毎月、楽しいイベン
トが盛りだくさんです。

子ども科学館マスコット
キャラクターこかぼう

子ども科学館☎634-1171

親 子育てを応援
向け
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

出産後の生活や子育てについて、保
育士がアドバイスをします。
４月21日㈬10時～11時半
とりょう保育園（肴町）
初妊婦
電話：４月20日㈫まで

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
５月11日㈫・25日㈫、10時～11時
市保健所（神明町）
各15組※令和３年１月生まれの子
と初めて子育てしている母親
電話：４月27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。
５月23日㈰、10時～12時と13時
半～15時半
市保健所（神明町）
各15組※令和３年９月に出産予定
の初妊婦と夫
電話：５月14日㈮14時から
1002116

こんにちはママさん講座
「とことこコース」

とりょう支援センター

☎651-8580

育児についてのアドバイスや、臨床心
理士・保健師の講話、母親同士の交
流など。
６月17日～７月１日、木曜、全３回、
10時～11時半
上田公民館（上田四）
20組※令和元年６月～令和２年
５月に生まれた子と保護者
200円
電話：５月12日㈬10時から
広

４
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親子
向け

一緒に楽しもう

親子でふれあい遊び

とりょう支援センター

☎651-8580

10時～11時半
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、体操などを楽しみます。
４月20日㈫は高松地区保健セ
ンター（上田字毛無森）、５月７日㈮
は盛岡タカヤアリーナ（本宮五）、14
日㈮は西部公民館（南青山町）、18
日㈫は上堂児童センター（上堂三）
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。
４月23日㈮は飯岡地区保健セ
ンター（下飯岡８）、5月11日㈫は高
松地区保健センター
０歳の子と保護者

盛岡タカヤアリーナのイベント
盛岡タカヤアリーナ

☎658-1212

■ベビーダンス教室
赤ちゃんを抱っこしながらのダンス
と手遊び歌をします。
５月６日㈭・11日㈫・17日㈪・25
日㈫・31日㈪、全5回、10時～11時半
同アリーナ（本宮五）
20組※首の据わった３～24カ月
の子と保護者
4400円
電話：４月19日㈪10時から
■お子様連れOK♪ストレッチ教室
５月７日㈮・13日㈭・20日㈭・27日
㈭・６月４日㈮、全５回、10時～11時
同アリーナ（本宮五）
20組※首の据わった子～就学前
の子と保護者
3300円
電話：４月22日㈭10時から

いっしょにあ・そ・ぼ！
都南公民館

☎637-6611

家で遊べるおもちゃを作って親子で
遊びます。
５月12日㈬10時～11時半

同公民館（永井24）
10組※１～２歳の子と保護者
電話・窓口：４月21日㈬10時から
1034470

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

ベビーダンスやピラティスなどを実
施。申し込み方法について詳しくは、
同クラブのホームページをご覧くだ
さい。
５月12日㈬・19日㈬、全２回、13
時半～14時半
松園地区公民館（東松園二）
10組※首の据わった３～24カ月
の子と保護者
2000円
４月19日㈪10時
～５月５日㈬17時
1024624

ベビーマッサージ教室
盛岡体育館

☎652-8855

５月14日～28日、金曜、全３回、
10時半～12時
盛岡体育館（上田三）
10組※２カ月～ハイハイ前の子と
保護者
4416円
電話：４月20日㈫10時から
1024916

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。
４月27日・５月11日・18日、火曜、
９時半～11時
就学前の子と保護者、妊婦
1002663

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どもと遊んだ
り給食を食べたりします。
6月22日㈫９時半～12時
市立保育園10園
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：5月11日㈫10時から
1002663

広
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子ども
向け

わくわく体験

母の日「にがおえ」ぼしゅう！
ゆぴあす

☎662-1414

おかあさんの似顔絵を描いた人に、
母の日のプレゼント（先着150人）を
差し上げます。
募集期間：４月20日㈫～５月９日㈰
展示期間：５月16日㈰まで
ゆぴあす（上田字小鳥沢）
窓口：似顔絵の用紙を窓口で受け
取るか、ゆぴあすのホームページから
ダウンロードし、提出
1034512

作って遊ぼう！からくり玩具
～伝承遊びを楽しもう～
市立図書館

☎661-4343

身近な材料で、江戸時代から伝わる
からくりおもちゃを作って遊びます。
４月29日㈭14時～16時
市立図書館（高松一）
６人※小学生
電話・窓口：４月18日㈰10時から

■５月のイベント

①と③は電話で申し込み
内容（費用）
星座探しと、天体望遠鏡
を使って天体観測
プラスチック粘土を使っ
②ワークショップ
た、カラフルなキーホル
「カラフルキーホルダー」 ダー作り（150円。展示
室入場料が必要）
皆既月食を観察して、そ
③皆既月食を見る会※
の仕組みを学ぶ
※悪天候時は中止
イベント名
①ナイトミュージアム
星を見る会※

■実験コーナー「音ってな～に？」
９時20分～・10時20分～・11時20分
～・13時20分～・14時20分～・15時20
分～※所要時間30分程度
各回10人
電話：４月20日㈫９時から
■工作コーナー「ふわふわスライム」
10時～・11時～・13時～・14時～・
15時～※所要時間30分程度
各200円
各10人
電話：４月21日㈬９時から
■中庭コーナー
特製シャボン液で作ったシャボン玉で遊
びます。※悪天候時は中止
９時～16時に随時

定員

申し込み
４/18㈰
各30人
９時～

５月の毎週土・日曜
（５/１・２除く）
各24人 随時
14時半～16時
５/26㈬
30人
19時半～20時45分

５/８㈯
９時～

■てんじたいけんシート
館内の展示を体験しながら、キーワード
を集めます。参加者全員に同館オリジナ
ルのスマートフォン壁紙をプレゼント。
９時～16時半に自由参加
展示室入場料が必要
■プラネタリウム
名探偵コナン～探偵たちの星月夜（スタ
ーリーナイト）～
10時～・12時～・14時～・16時～
（各30分程度） 各50人
４歳～中学生は各100円、高校生以
上は各300円※９時から各回のチケット
を１階受け付けで販売

本とのふ れ あい

☎654-6801

球技や体操などの基本動作・技術な
どを学びます。
同館（住吉町）
▶レインボーキッズ
５月10日～来年３月14日、月曜、
全36回、14時半～16時
16人※平成28年4月2日～29年4
月1日生まれの子
月3060円※保険料別途800円
電話：4月19日㈪10時から
▶チャレンジキッズ
５月11日～７月６日、火曜、全７回、
15
時～16時※５月18日・６月15日は除く
16人※平成27年4月2日～29年4
月1日生まれの子
6545円※保険料別途800円
電話：4月21日㈬9時から
▶武道館スポーツクラブ
５月14日～来年３月11日、金曜、
全36回、17時半～19時
20人※小学３年～６年生
月2880円※保険料別途800円
電話：4月19日㈪14時から

日時
５/１㈯～４㈫
19時半～20時半

ゴールデンウィークスペシャル

市立武道館の各体育教室など
市立武道館

診療時間外に子どもの具合が悪くなったら…

みんな、
あそびにきてね

市立図書館（高松一）
☎661-4343

各５組
■かみしばいのへや（♥）
４月22日㈭・５月13日㈭、15時半
～15時50分
■この本おもしろかったよ
利用者お薦めの児童書を展示・貸し
出しをします。
４月21日㈬～５月20日㈭
■おはなしのじかん
４月24日㈯・５月８日㈯、11時
～11時20分は４歳～小学１年生、11
時40分～12時は小学２年生以上
■おはなしころころ
５月14日㈮10時20分～10時
40分は１歳３カ月以上の子と保護者、
11時～11時20分は１歳２カ月以下の
子と保護者
■えほんのへや（♥）
５月20日㈭15時半～15時50分
広

都南図書館（永井24）
☎637-3636

①②④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
③５人※電話・窓口：４月20日㈫10
時から
①おとぎのへや（♥）
毎週土曜、14時半～15時
②だっこのおはなし会
４月27日㈫10時45分～11時10分
４カ月～１歳半の子と保護者
③ぬいぐるみおとまりかい
ぬいぐるみと一緒におはなし会へ参
加し、ぬいぐるみだけが同館へお泊
まり。翌日、お泊まり会の様子をアル
バムにしてプレゼントします。
５月８日㈯14時半～15時と５月９
日㈰14時～16時
３歳～小学生
④おはなしのじかん
５月12日㈬11時～11時半
０歳～２歳の子と保護者

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。
（７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。
17時～翌朝９時※土曜は13時～
５月
日
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金
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中央
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日赤

31
中央

16

23

17

24
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25

12

19

26

13

20

27

14

21

28

盛岡赤十字病院

国立

国立病院機構盛岡医療
センター

三本柳６-１-１☎637-3111

中央
11

日赤

上田一丁目４-１☎653-1151

８

日赤
10

当番病院一覧
県立中央病院

日赤

中央
９

中央

15

22

29

青山一丁目25-１☎647-2195

※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

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

（♥）は幼児～小学生が対象の催しです。

渋民図書館（渋民字鶴塚）
☎683-2167

■えほんのへや（♥）

５月12日㈬15時半～16時

中央公民館（愛宕町）
☎654-5366

■どくしょスタンプラリー
本を借りて、期間中にスタンプラリー
を完成させた人に、オリジナル読書
ノートをプレゼント。
４月23日㈮～５月16日㈰
０歳以上の子と保護者
■見て 知って 作って 本から学ぶ食育
お菓子をテーマにした食育の本を展
示します。
５月12日㈬～26日㈬

上田公民館（上田四）
☎654-2333

■なかよしおはなし会

４月28日㈬10時半～11時
幼児と保護者

西部公民館（南青山町）
☎643-2288

■ふたばわらべうた・おはなし会

５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、各先着26人

松園地区公民館（東松園二）
☎661-8111

■春のお楽しみ映画会
「金の小鳥」など３本。

４月26日㈪15時～16時
50人※小学生と保護者
■おやとこひろば
読み聞かせや軽運動、育児相談など。
５月12日㈬10時～11時半
０歳～就園前の子と保護者
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■市の推計人口（３月１日現在）
【対前月比】147人減 【世帯数】13万3608世帯
29万33人（男：13万7477人、女：15万2556人）
企画調整課☎613-8397
1019915

もりおかインフォ

第１期固定資産税・都市計画税
納期限：４月30日㈮※口座振替を利用し
ている人は、預貯金残高を確認してください
納税課☎613-8464
1034399

市税 の 納期 限
のお 知らせ

 診療時間外に具合が悪くなったら

■症状が比較的軽い場合は「初期救急医療機関」へ
名称

受付時間
診療科目
19時～23時※年中無休
内科・小児科
神明町３-29
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事前に電話
市夜間急患 （市保健所２階）
診療所
をしてから来所してください。また、新型コロナウイル
☎654-1080
ス・インフルエンザなどの検査は実施していません
17時15分～21時半★
平日
本宮五丁目15-１
市立病院
内科・外科
☎635-0101
土・日曜、祝日 ８時半～21時半★
９時～17時
内科・外科
休日救急 休日救急当番医・
※歯科は15時まで
小児科・歯科
当番医
薬局のとおり
※薬局は17時半まで
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

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

募 集
市営墓園の使用者

企画総務課 ☎603-8301
新庄墓園管理事務所 ☎651-4023

新庄墓園（新庄字上八木田）芝生墓
地の使用者を表のとおり募集します。
市内に住民登録があり、埋葬する
焼骨と火葬許可証を持っている人※
すでに市営墓園を使用している人と
他の墓地から改葬する人を除く
同課と同事務所に備え付けの申
込用紙に必要事項を記入し、4月30
日㈮17時までに同課または同事務
所に提出
1000928
表

ムページをご覧ください。
６月～11月の月１回、全５回
オンラインでの開催※岩
手大での受講もできます
20人※事業所で働く女性

ホームステイ受け入れ家庭

アーラム大学盛岡事務所の畠山さん
☎661-5799

異文化教育交流のため来盛する、ア
メリカ・アーラム大の留学生を受け入
れる家庭を募集します。申し込み方
法など詳しくは、同事務所のフェイス
ブックをご覧ください。
８月下旬～12月上旬
電話：５月15日㈯まで

新庄墓園の募集区画など

管理料
(年)
４平方㍍ 13区画 ７万6000円 2000円
６平方㍍ ４区画 11万2000円 3000円

お知らせ

「環境学習講座」の会員

市街地整備課

区画面積 区画数

環境企画課

使用料

☎626-3754

環境を意識した行動を実践するための
同講座を、
本年度は23回開催予定です。
会員には、同講座の開催のお知らせな
どをメールで配信します。登
録方法など詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。

グリーンバンクへの寄付

公園みどり課内、
市グリーンバンク事務局 ☎639-9057

＜お詫びと訂正＞
４月はじめに発送した令和３年度固
定資産税・都市計画税納税通知書に
同封したしおり「令和３年度固定資
産税・都市計画税のしくみについて」
の掲載内容に一部誤りがありました。
３ページの「土地に対する課税のしく
み」は、正しくは「家屋に対する課税の
しくみ」です。お詫びして訂正します。
わ

資産税課☎626-7530
1034458

各種相談

休日納付 ４/25㈰
相談
９時～16時

市民無料 ５/17㈪・31㈪
法律相談★ 10時～15時
無料法律 ５/12・19・26、水曜
相談★ 10時～15時

イ

ン

ペ

場所など

納税課
（市役所本庁舎別館２階）

ー

モ

問い合わせ

納税課
納税課（市役所本庁舎別館２階） ☎613-8462
と健康保険課（同１階）
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
岩手弁護士会
☎623-5005

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

1018881

盛 岡さんさ踊りを盛り上げる
「ちびっこさんさ」を募集します。
申し込み方法など詳しくは、市ホ
ームページをご覧ください。
太鼓120人、踊り65人※小学生。

踊りは4・5歳の子も参加できます
参加料6000円と浴衣などの購
入費1万2000円程度

盛岡さくらまつりは中止します
盛岡城跡公園（内丸）と高松公園
（高松一）で例年開催している盛岡
さくらまつりは、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大を防止するため、
中止します。それに伴い、ぼんぼりの
点灯や露店の出店もありません。桜
の観賞や公園の利用はできますが、
宴会や飲食は自粛するようお願いし
ます。また、マスクの着用による咳 エ

チケット、人と人との距離の確保など、
基本的な感染防止にご協力ください。
観光課☎613-8391
1030412

動画でお花見をしませんか

両公園の桜の様子を動画で配信
します。詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。

せき

お願い

高松公園周辺の交通案内について

桜の開花時期は高松公園周
辺の混雑が予想されます。駐車
場には限りがありますので、徒歩
や自転車、公共交通機関をご利
用ください。また、歩行者が多く、
池の周りの車両での通行は危険
ですので、できるだけお控えくだ
さい。
■県 交通（バス）：上田線、駅上
田線で「高松の池口」バス停
下車、徒歩１分
■駐 車場：こがねパーク高松駐
車場。徒歩約５分。利用無料

広

告

地図

高松公園の駐車場など
北日本銀行

至松園

盛岡三高

駐車場

Ｎ

上田公民館

高松の池
市立図書館
４

内科
小児科

電話番号
638-2020
646-1903
622-2555
622-7132
637-6565
601-6256
601-4005
613-6671
653-1521
614-0180
662-0840
682-0201
664-6037
662-9845
661-1888
614-9986
654-7722
664-0566
662-7733
631-2381
604-1123
648-3200
635-1305
618-2399
645-6969
656-5877
681-2441
648-6060
635-1233
604-3755
645-3939
656-6350
648-7711
636-2233
622-3508
681-1034
681-0165
646-0369

■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

盛岡誠桜高

●

（盛岡駅西通一）
①平日
①盛岡地方法務局
芸術文化創造事業を支援
８時半～17時15分
②カワトク（菜園一）
盛岡地方法務局
無料人権
②第２火曜、10時～15時 ③玉山総合福祉センター
人権擁護課
文化国際課 ☎613-8465
相談
③第２水曜、10時～15時 （渋民字泉田）
☎624-9859
市内で活動する芸術文化団体などが
④第２金曜、12時～15時 ④都南総合支所１階
実施する事業に補助金を交付します。 ★要事前申し込み。相談希望日の前週の９時から受け付け※５月12日分は４月28日㈬から

※往診はできません

まるせい呉服店内、盛岡ちびっこさんさ運営委員会
事務局☎629-9287

外科・整形外科
歯科
薬局
名称
所在地
日 区分
盛岡南病院
津志田13-18-４
中島内科クリニック
月が丘二丁目８-30
かとう整形外科クリニック
中央通二丁目８-１
村田小児科医院
紺屋町３-４
４/25
三島歯科医院
津志田中央三丁目６-１
㈰
エキナカ薬局Ｐｈａｒｍａ-Ｌａｂｏ 盛岡駅前通１-44
たてさか薬局
館向町４-12
中央通二丁目２-５甲南
そうごう薬局盛岡中央通店
アセット盛岡ビル１階
こんや町薬局
紺屋町３-７
やまだ胃腸内科クリニック
津志田中央二丁目18-31
おはようクリニック
高松二丁目27-27
八角病院
好摩字夏間木70-190
ヒロバランスクリニック
松園二丁目37-10
臼井循環器呼吸器内科・小児科
松園二丁目２-10
４/29
㈭
サンタウン歯科クリニック
北松園二丁目14-２
津志田薬局
津志田中央二丁目18-23
こずかた薬局
上田一丁目７-17
マリーン薬局
松園二丁目37-８
のぞみ薬局
松園二丁目３-３
本宮Ｃクリニック
向中野三丁目10-３
加賀野消化器内科・内科クリニック 天神町11-８
池田外科・消化器内科医院
境田町５-18
川久保病院
津志田26-30-１
５/２
かなざわ歯科クリニック
本町通二丁目14-38
㈰
高橋衛歯科医院
北天昌寺町７-10
リーフ薬局
向中野三丁目10-10
天神町薬局
天神町８-24
みつや薬局
中屋敷町１-33
オーロラ薬局
南仙北三丁目２-30
ちだ内科・外科クリニック
東安庭一丁目23-60
盛岡さくらクリニック
みたけ四丁目36-32
みやた整形外科医院
上堂二丁目４-12
中村こどもクリニック
上厨川字杉原50-47
５/３
村井産婦人科小児歯科医院
向中野字道明55
㈪
瀬川歯科医院
志家町９-12
オアシス薬局
みたけ四丁目36-33
リリィ薬局盛岡北店
上堂二丁目４-11
ミルキー薬局
上厨川字杉原50-48
※５月４日㈫以降の休日救急当番医・薬局は５月１日号に掲載します

休日救急当番医・薬局

ちびっこさんさを募集

イ

ズ

くは、市ホームページ
をご覧ください。
ミスさんさ踊り５
人、ミス太鼓50人、ミ
ス横笛10人、うたっこ
娘数人

こがねパーク高松

内容
日時
夜間納付 ４/22㈭・23㈮・26㈪
相談
17時半～20時

ラ

盛岡さんさ踊りを華やかに彩り、
さまざまな活動を通じて盛岡さん
さ踊りの魅力を全国にＰＲするミ
スさんさ踊りとミス太鼓、ミス横
笛、うたっこ娘を募集します。各対
象の応募条件や応募方法など詳し

●
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４月25日㈰は大会のため利用できま
せん。

高齢者が住み慣れた地域で、自分ら
しく暮らすことができる社会の実現
のため、令和５年度までを期間とす
る同計画を策定しました。計画につ
いて詳しくは、市ホームページをご覧

＜お知らせ＞
■ＬＩＮＥ Ｐａｙの利用見合わせ
広報もりおか４月１日号の12ページに
掲載した、市税と水道料金・下水道使
用料のキャッシュレス決済について、
ＬＩＮＥ Ｐａｙは国による調査で情報
管理体制の安全性が確認されるまで、
利用開始を見合わせています。利用を
開始する場合は、改めて市ホームペー
ジなどでお知らせします。
市税：納税課☎613-8461
水道料金・下水道使用料：上下水道局
お客さまセンター☎623-1411
1032885
■市 動物公園ＺＯＯ ＭＯのリニュー
アルオープン延期と臨時開園
来年 春に予定していたリニューアル
オープンは、令和５年春に延期します。
これに伴い、今の施設で臨時開園しま
す。今後のスケジュールなどは、随時、
市ホームページなどでお知らせします。
臨時開園：４月23日㈮～９月28日
㈫※水・木曜は休園
公園みどり課☎639-9057
1031267

ミスさんさ踊り：1007942 ミス太鼓など：1007941

○

６

告

☎634-0450

介護保険課 ☎626-7561
長寿社会課 ☎613-8144

じ まさよし

郵便局●

広

総合プール

市高齢者保健福祉計画・
第８期介護保険事業計画を策定

の

●

キャリア形成の意識や仕事に役立つ
実践的なスキルを身に付けるための
講座の受講生を募集します。申し込
み方法など詳しくは、同大学のホー

総合プールの利用制限

戦没者などの遺族に特別弔慰金を支
給します。対象者など詳しくは、お問
い合わせください。
請求期間：令和５年３月31日㈮まで
支給額面：25万円
1030197

■コスモエコパワー㈱
野地雅禎代表取締役社長
1100万円。農林業の健全な発展の支
援と地球温暖化対策の促進のために。

☎624-5880

○

岩手大男女共同参画推進室 ☎621-6998
equality@iwate-u.ac.jp

▶説明会
４月19日㈪10時から
都南分庁舎４階大会議室
▶抽選会
※申し込みが複数の場合
５月21日㈮
都南分庁舎３階研修室

☎626-7509

盛岡商工会議所内、盛岡さんさ踊り実行委員会事務局

寄付をいただきました

至上堂

「女性のキャリア形成支援
リカレントプログラム」受講生

太田地区の保留地（宅地）を売却し
ます。所在地や売却額など詳しくは、
市ホームページをご覧ください。
受付期間：４月19日㈪～５月10日㈪
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。５月10日㈪必着。持参
は同日17時まで
1008685

地域福祉課

2021ミスさんさ踊りなどを募集

1034540

●

ゆうぞう

☎639-9056

特別弔慰金の支給

ください。

●

町内会やボランティア団体などによ
る公共の場への緑化活動を支援する
ため、寄付金を募集しています。活動
内容など詳しくは、同事務局へお問
い合わせください。
振り込み先：北日本銀行本店
普通口座：7017020
盛岡市グリーンバンク頭取 熊谷祐三

保留地を売却

申請方法や対象事業など詳しくは、
市ホームページをご覧ください。
募集期間：来年１月31日㈪まで
補助額：対象経費の合計額※上限
20万円
1034393

所在地・電話番号

455

▶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。

広

２次救急医療機関の
受入診療科はこちら

告
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７

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

こころの健康相談

認知症講演会の動画配信

精神科医が心の病気が疑われる人へ
適切な助言をします。
４月27日・５月25日・６月29日・
７月27日・８月24日・９月28日・10月
19日・11月16日・12月21日・来年１月
25日・２月15日・３月22日、火曜、13
時15分と14時15分、15時15分から
市保健所（神明町）
各３人
電話：開催日の１週間前まで
1000587

２月19日に開催した「認知症になっ
ても安心してくらせるまちづくり」の
講演会の様子を、市ホームページで
公開しています。ぜひご覧ください。
配信期間：４月30日㈮
まで

保健予防課

☎603-8309

長寿社会課

☎613-8144

つどいの森で健康づくり

都南老人福祉センター ☎638-1122

10時半～11時半
都南老人福祉センター（湯沢１）
各10人※60歳以上
各500円※初めての人は無料
電話：４月18日㈰10時から

７人※高校生を除く18歳以上
5940円
電話：４月18日㈰12時から
1034373
■代謝アップピラティス
深呼吸をとり入れたエクササイズで、
姿勢の改善や筋力アップを目指します。
５月25日～７月６日、火曜、全６回、
10時～11時
15人※高校生を除く18歳以上
3630円
３人※要予約、費用
はお問い合わせください
電話：４月18日㈰11時から
1031421

風しんの抗体検査と予防接種
保健予防課

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。
６月10日～10月28日、木曜、全
19回、10時～11時半
松園老人福祉センター（西松園二）
15人※60歳以上
電話：４月19日㈪10時から
1030626

盛岡体育館

☎652-8855

☎603-8307

表３

定期健康相談の日程など
期日
時間
会場（所在地）
毎月第１火曜 13時半～15時
市保健所（神明町）
毎月第３火曜
毎月第２火曜 10時～11時半
都南公民館（永井24）
毎月第４火曜
高松地区保健センター（上田字毛無森）

※日程は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
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30人※60歳以上
電話：４月20日㈫10時から

盛岡体育館で健康づくり

盛岡体育館（上田三）
■骨盤ストレッチ
昨年５月上旬に送付したクーポン券
骨盤周りの筋肉をほぐし、体の機能
と身分証を持参すると、無料で受け
を改善します。
表１ 健康教室の日程など
期日
教室名
られます。※クーポン券を紛失した
５月11日～６月８日、火曜、全５回、
５/６㈭ リフレッシュ体操教室
場合はお問い合わせください
10時半～11時半
かんたんコロコロつどりん
接種期間：令和４年３月31日㈭まで
15人※50歳以上の女性
５/13㈭
教室
全国の受託医療機関
2750円
５/20㈭ ツボでセルフケア体操
昭和37年４月２日～昭和
電話：４月20日㈫10時から
５/28㈮ ピラテス体操教室
54年４月１日生まれの男性
1031450
健康づくり！マッサージ等指導教室
1027147
■いきいきライフ
長寿社会課 ☎603-8003
年齢問わず誰でも楽しめる「スポーツ
武道館で健康づくり
マッサージ師から軽体操とツボ押し
ウエルネス吹き矢」で、生涯にわたりス
市立武道館
☎654-6801
方法の指導を受けられます。タオル
ポーツを楽しむきっかけをつくります。
と飲み物持参。当日は検温とマスク
市立武道館（住吉町）
５月14日～７月９日、金曜、全６回、
の着用をお願いします。
■心と体の健康ヨガ
10時15分～11時45分
表２のとおり※60歳以上
ヨガとアロマでリラックスしながら、
15人
4950円
電話：４月21日㈬10時から
体力向上などを目指します。
電話：４月20日㈫10時から
1003805
５月７日～７月９日、金曜、全10
1034371
回、10時～11時半
定期健康相談
20人※高校生を除く18歳以上
健康増進課 ☎603-8305
7700円
血圧測定や生活習慣病予防などの相
電話：４月18日㈰10時から
談ができます。
1028032
表３のとおり
■ピラティス道場
電話：開催日の
ピラティスの流れるような動きで、し
前日まで※要予約
なやかな体づくりを目指します。
介護予防太極拳教室
1006481
５月12日～７月７日、水曜、全９
長寿社会課 ☎603-8003
回、10時～11時
太極拳の動きを取り入れた体操で体
表２ マッサージ等指導教室の日程など
を動かします。上履きとタオル、飲み
期日
時間
会場（所在地）
定員
物持参。
５/７㈮
松園老人福祉センター（西松園二）
15人
６月８日～10月12日、火曜、全19
５/11㈫ 10時～12時
愛宕山老人福祉センター（愛宕町）
20人
回、10時～11時半
５/17㈪
津志田老人福祉センター（津志田西二）
各
湯沢地域交流活性化センター（湯
５/19㈬
青山地区活動センター（青山三）
15人
13時半～15時半
５/27㈭
永井地域交流活性化センター（永井23）

８

沢西三）

依存症・統合失調症家族教室

県精神保健福祉センター

☎629-9617

県福祉総合相談センター
（本町通三）
■依存症家族教室
依存症についての知識と家族の関わ
り方のコツを学びます。
４月22日・５月13日・６月10日・７
月15日・８月26日・９月16日、木曜、
全６回、13時半～15時半
10人※アルコール依存や薬物依
存を抱える人の家族
電話：開催日の前日まで
■統合失調症家族教室
統合失調症について学び、回復のた
めの関わり方を話し合います。
５月６日・６月３日・７月１日・８月
５日・９月９日、木曜、全５回、13時
半～15時半
10人※統合失調症の人の家族
電話：４月28日㈬まで
＜お詫びと訂正＞

３月15日号８ページに掲載した「人間
ドック費用を助成」の表中、岩手医科
大附属内丸メディカルセンターの助
成対象に誤りがありました。
１泊２日コ
ースの助成対象は、正しくは「国保〇」
「後期×」です。お詫びして訂正します。
健康保健課（後期）☎613-8439
1003622
わ

接骨院の休日当番

※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
受付時間：10時～16時
実施日
名称
所在地
電話番号
５/２㈰ 小山田接骨院 東松園二丁目２-２
663-2574
５/９㈰ 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
５/16㈰ 小笠原整骨院 好摩字上山13-20
682-0106
５/23㈰ 接骨院りゅう 本宮一丁目15-15
636-0066
５/30㈰ 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
地球環境に配慮し、
ベジタブルインキを
使用しています。

