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 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

５/４
㈫

あべ菜園内科クリニック 菜園二丁目５-29 623-7000
わたなべ内科・脳神経内科クリ
ニック 高松三丁目９-８ 605-1117

八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
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

杜のこどもクリニック 向中野三丁目10-６ 631-1160
白倉歯科医院 仙北三丁目14-57 656-5218
白石歯科クリニック 下飯岡11-126-１ 638-0666

公園通薬局 菜園二丁目５-29菜園
志和ビル１階 626-5656

リリィ薬局高松店 高松三丁目９-10 681-9227
村源薬局 肴町６-２ 623-1211
リーフ薬局 向中野三丁目10-10 656-5877

５/５
㈬

たけ循環器内科クリニック 北飯岡一丁目２-70 656-5855
盛岡駅前おおば脳神経内科クリ
ニック 盛岡駅前通13-８ 626-4141

向中野クリニック 向中野五丁目29-１ 613-2227
さいとう小児科クリニック 月が丘二丁目２-60 643-7171
まゆみ歯科小児歯科医院 天神町10-３ 651-6480
本宮センター薬局 北飯岡一丁目２-71 656-5867
ひまわり薬局 盛岡駅前通14-21 654-6019
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

よつば薬局 月が丘二丁目2-59 643-2888

５/９
㈰

盛岡友愛病院 永井12-10 638-2222
あべ内科･消化器科クリニック 長橋町17-45 605-5311
しんたろうクリニック 本宮一丁目９-１ 631-3110
菅野小児科医院 山岸二丁目11-36 622-4448
佐藤博歯科医院 上田一丁目７-11 621-7011
かつら薬局 永井13-17-３ 614-2061
ナガハシ薬局 長橋町17-40 648-8227
さくらの調剤薬局 本宮一丁目８-４ 681-0411
アップル薬局山岸 山岸二丁目９-24 623-6633

５/16
㈰

あさくらクリニック 茶畑一丁目８-２ 621-3322
児島内科医院 みたけ三丁目11-36 641-3310
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
もりた整形外科 山岸一丁目３-８ 652-5858
みうら小児科 中野一丁目16-10 622-9591
佐藤誠歯科医院 西青山二丁目19-31 645-3330
ソレイユ調剤薬局 茶畑一丁目８-20 652-2822
けい福薬局 みたけ三丁目11-36 613-2107
かるがも薬局山岸店 山岸一丁目３-11 623-9696
なかのユニオン薬局 中野一丁目21-１ 662-2877

※５月２日㈰、３日㈪の休日救急当番医・薬局は４月15日号に掲載しました

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、事前に電話
をしてから来所してください。また、新型コロナウイ
ルス・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
①５/６㈭・11㈫
　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

補聴器相談 ５/20㈭
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★

空き家・
不動産相談

５/12㈬
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

 申請期限：５月31日㈪まで
 1000503

太陽光発電システムなどの
設置費を補助

環境企画課　☎626-3754
一戸建ての自宅に太陽光発電システ
ムなどを設置する人に、補助金を交
付します。詳しくは市ホームページを
ご覧ください。

 次の全てに該当する人①これから
同システムの設置工事に着手する②
市税を滞納していない③過去にこの
補助金を受けていない

 市役所若園町分庁舎４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、図面などの写しを添えて
〠020-8531（住所不要）市役所環
境企画課へ郵送または持参。来年１
月31日㈪必着　  1034275

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

６月１日㈫から11月30日㈫まで利用
できる同パスを販売します。

 販売日時：５月10日㈪以降の10
時～15時※土・日曜、祝日と各施設
の休業日を除く

 販売場所：盛岡駅前バス案内所
（盛岡駅前通）など

 市内に住む70歳以上
 1000円※遠距離の人は2000円
 本人写真と公的な身分証明書を

販売窓口に持参
 1030742

玉山地域　列車でおでかけきっぷ
ＩＧＲインフォメーション

☎626-9151

玉山地域から盛岡駅まで割安で利用
できる同きっぷを販売します。きっぷ
の購入には購入証が必要です。

 販売場所：渋民駅と好摩駅
 玉山地域に住む70歳以上
 渋民駅～盛岡駅：380円

　 好摩駅～盛岡駅：480円
    ※購入証発行手数料500円

 購入証の発行：本人写真と公的な

７月４日㈰開催の同合唱祭に出演す
る団体を募集します。内容など詳しく
は、市ホームページをご覧ください。

 キャラホール（永井24）
 市内近郊の合唱団など
 電話・メール：５月30日㈰必着
 1034717

史跡巡りなど地域の歴史を探求する
会員を募集します。申し込み方法な
ど詳しくは、お問い合わせください。

 活動日：主に奇数月の第２土曜日、
10時～12時　

 年会費1000円　  1000855

医療用ウィッグ購入費を補助
健康増進課　☎603-8306

がん治療中の人が、４月１日以降に購
入した医療用ウィッグの購入費用の
一部を補助します。補助額など詳しく
は、お問い合わせください。

憲法記念講演会
総務課　☎626-7513

県立盛岡視覚支援学校の高村和
か ず

人
と

さんが、「夢と希望、そして現実~パ
ラリンピアンとして社会に願うこと
～」と題して講演します。

 ５月14日㈮14時～16時
 プラザおでって（中ノ橋通一）
 100人　  1034415

軽自動車税（種別割）の減免
市民税課　☎613-8499

身体障害者手帳や療育手帳などを
持ち、一定の基準に該当する人は、１
人１台に限り軽自動車税（種別割）が
減免になる場合があります。詳しく
はお問い合わせください。

募　集

も
り

けんに挑戦
！も

り

け 挑戦挑

身分証明書を販売窓口に持参
 1001842

遺跡やその隣接地での
工事などには手続きを

遺跡の学び館　
☎635-6600　ファクス635-6605

 iseki@city.morioka.iwate.jp 

建築や造成、農地改良など土地を改
変する工事を行う際、その土地が遺跡
やその隣接地の場合には、事前協議
や工事開始60日前までの届け出が
必要です。遺跡範囲は市ホームペー
ジ内「もりおか便利マップ」で確認
できます。手続き方法など詳しくは、
お問い合わせください。

 1009370

市文化財シリーズ新刊
「栗谷川城」を販売

歴史文化課
☎639-9067　ファクス639-9047
 edu.bunka@city.morioka.iwate.jp

安倍館町地内にある中世の城館跡・
栗谷川城やその関連遺跡について解
説した「栗谷川城」を刊行しました。

 600円
 市役所都南分庁舎３階の同課と遺

跡の学び館（本宮字荒屋）、もりおか
歴史文化館（内丸）で販売中。郵便と
ファクス、メールでも受け付け

 1009378

日本赤十字の活動にご協力を
地域福祉課内、日赤盛岡市地区事務局

☎626-7509

災害発生時に医療関係者の派遣や
救援物資を配布する日本赤十字社の
活動は、皆さんの募金により支えら
れています。活動資金への募金のご
協力をお願いします。詳しくは同事
務局へお問い合わせください。

春から夏にかけては、大気中の光化
学オキシダントの濃度が高くなり、目
や喉が痛むなどの症状が現れること
があります。県が注意報を発令したと
きは、不要な外出を控えるなど注意
しましょう。　  1010342

令和元年度３級問題（正解は10ページに掲載）
　盛岡弁で「カデル」とはどういう意味ですか。
①仲間に入れる　②食べる　③急に走り出す　④収穫をする

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。

フロアタイプの小荷物専用昇降
機は定期報告を

建築指導課　☎601-3387
フロアタイプの小荷物専用昇降機は、
設置年に関わらず毎年の定期報告の
対象となります。報告時には、建築
士などの有資格者による調査が必要
です。内容について詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。　

 1034116

手話奉仕員養成講座
市社会福祉協議会　

☎651-1000　ファクス635-4836

手話の知識と技術を基礎から学び、
日常生活で使用できるレベルを目指
します。

 ６月８日～11月30日（入門）と来
年4月～11月（基礎）の毎週火曜、全
52回、昼の部は10時半～12時、夜の
部は19時～20時半

 市総合福祉センター（若園町）
 各10人※市内在住か在勤の高校

生以上　
 各3600円
 往復はがき：必要事項のほか、職

業、希望時間、志望動機を記入し、〠
020-0861仙北二丁目11-44 菊池る
り子さんへ郵送。５月25日㈫必着

子育て支援の
有償ボランティア養成講座
市ファミリーサポートセンター

　☎625-5810

保育園、幼稚園への送り迎えや託児
などの子育てを支援する「ファミリー
サポートセンター有償ボランティア」
の養成講座を開催します。内容など
詳しくは、お問い合わせください。

 ６月１日㈫～７月１日㈭に講座８
回と実習２回を開催

 市総合福祉センター（若園町）
 20人※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　  2000円

 電話：５月10日㈪９時から
 1002527

介護入門研修
県福祉人材センター　☎601-7061

介護の仕事に興味、関心がある人を

 ごみ処理広域化推進室☎613-8146
 1034160

  盛岡広域８市町などで構成する県央ブロックごみ・し尿処理広域化推進協議
会は３月に、盛岡インターチェンジ付近を整備予定地としました。施設稼働は令
和13年度を目指しています。
　引き続き、地域住民や関係者の皆さんと、施設整備や廃棄物エネルギーを
利活用した地域振興、まちづくりなどについての話し合いを進めていきます。ご
み処理広域化や施設整備について、お気付きの点などご意見をお寄せください。

県央ブロックごみ焼却施設の整備予定地選定
対象に、介護に関する基礎知識・技
術を学び理解を深める研修会を開催
します。申し込み方法など詳しくは、
同センターへお問い合わせください。

 ６月８日～22日、火曜、全３回、９
時～17時と９月14日～28日、火曜、
全３回、９時～17時※初回のみいず
れも8時45分～　  各10人

空き地・空き家の火災予防を
　　 盛岡中央消防署　☎626-7302
　　 盛岡西消防署　　☎647-0119
　　 盛岡南消防署　　☎637-0119　

放火や火遊び、たばこの投げ捨てな
どによる火災を防ぐため、空き地・空
き家の所有者や管理者は、枯れ草の
刈り取りや施錠をするなど適正に管
理しましょう。

寄付をいただきました

■㈱トライス
　菅村泰

た い

介
す け

代表取締役
100万円。子ども未来基金のために。
■㈱エスイーシー
　柴田茂

しげる

代表取締役
30万円。盛岡城跡歴史的建造物の
復元整備のために。
■中ノ橋通一丁目第四町内会
　藤澤範

の り

明
あ き

会長
93万円。盛岡バスセンター周辺地域
の交通安全対策資金のために。
■宗教法人松

しょう

緑
ろ く

神
し ん

道
と う

大
や ま と

和山
や ま

９万円。社会福祉のために。
■㈱ベスコ
　折笠毅

たけし

代表取締役
回覧板1000冊。地域活動のために。

キャラホール合唱祭の出演団体
都南公民館　☎637-6611

 kouza-kyara@mfca.jp 

となん・かけはしの会の会員
都南歴史民俗資料館

☎638-7228

光化学オキシダントに注意
環境企画課　☎613-8419


