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F ight ! MORIOKA

「お弁当パラダイス」が開催されました！（４月25日撮影）
　盛岡大通商店街では、コロナ禍の影響を受けている飲食店を応援しようと、市内各地の飲食店

それぞれの自慢の弁当をテイクアウトできるお弁当パラダイスが開催されています。
お弁当パラダイスは 10 月まで、毎月第４日曜日に開催される予定です。

ここ
でしか味わえないお弁当

もあ
ります。好みのお弁当を

探しに
ぜひ来てください。

お店の看板を持って、
道行く人にアピール！

※ 撮影時のみマスクを外しています
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市政ラジオ

新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者
に対する誤解や偏見に基づく差別を行うことは許されません。正確な情報
を入手し、冷静な行動に努めましょう。

新型コロナウイルス感染症関連
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点
から、感染防止対策を講じた上での開催となる他、感
染拡大の状況によっては中止となる場合もあります。
各まつりの開催などについては決まり次第、広報もり
おかや市ホームページなどでお知らせします。

藩政時代から受け継がれる
祭りで、地域によって特色が
あり、毎年約 250 団体が参
加します。平成 26 年には、
3437 人という和太鼓同時演
奏世界記録を達成しました。
● 開催日／
　８月１日㈰～４日㈬（予定）

盛岡藩の盛岡城下 23町の
まちづくりが完成したのを
祝って始まったと伝えられて
います。例年９月 14日から
16 日に開催され、１台当た
り約 200 人が引く豪華絢

けん

爛
らん

な風流山車が市内を練り歩き
ます。

愛馬の無病息災を祈って馬の守り神「鬼
おに

越
こし

蒼
そう

前
ぜん

神社」
（滝沢市）にお参りし、盛岡八幡宮（八幡町）までの約
14㌔㍍の道のりを行進しています。本年度は例年の「行
道行事」は行わず、盛岡市・滝沢市・矢巾町の各地域で、
「チャグチャグ馬コふるさとまつり」を開催します。詳
しくは、市ホームページをご覧ください。
● 開催日／６月12日㈯９時半～12時
● 開催場所／盛岡城跡公園多目的広場ほか

馬が歩くと鈴がちゃぐちゃぐ チャグチャグ馬コ 夏の夜を彩る伝統の踊り 盛岡さんさ踊り 300年以上の歴史と伝統 盛岡秋まつり・山車

新型コロナウイルス感染症の影響で、多くの市内事業者
が経済的に打撃を受けています。市は、事業者支援に取り
組んでおり、市民の皆さんも一緒に応援できるものがたく
さんあります。感染症の予防対策を徹底して、事業者を応
援し、盛岡の元気とにぎわいを取り戻しましょう。

市プレミアム付き応援チケット「モリ
オ☆エール」は、2000 円で購入して
2500 円分のサービスを受けることがで
きるお得な前売りチケットです。飲食店・
宿泊施設で使えますので、テイクアウト
や近場の旅行などにご活用ください。
対象店舗など詳しくは、市ホームペー
ジをご覧ください。
●利用期間／５月15日㈯～11月14日㈰
●販売価格／ 1セット：2000円
　※使用可能額面：2500円（500円券× 5枚綴

つづ

り）
●販売窓口・購入方法／対象店舗で直接チケットを購入

新型コロナウイルス感染予防として、接触を減らすため
電子マネー決済サービス「M

モ リ オ

ORIO P
ペ イ

ay」を利用しません
か？　盛岡地域でお買い物の際に「MORIO Pay」アプリ
で支払うと、お得なポイント還元を受けることができます。
アプリのダウンロード方法や加盟店など詳しくは、
MORIO Pay ホームページをご覧ください。
▶ポイント還元キャンペーン／期間中に、加盟店でお買
い物をすると、支払い金額の 30㌫をポイント還元！ こ
のポイントは１ポイント＝１円分としてMORIO Pay
にチャージして使用できます。
●対象期間／７月１日㈭～９月30日㈭まで

▶リフォーム支援キャンペーン／６月以降に、30万円（税
抜き）以上の住宅リフォーム工事を行う人に、６万ポ
イントをプレゼントします。事前に必要な手続きなど
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
●対象期間／６月１日㈫～11月30日㈫

岩手県交通株式会社が発行する地域連携 IC
カード「I

イ ワ テ
wate G

グ リ ー ン
reen P

パ ス
ass」を、同社の対

象路線で使用すると運賃の３㌫がポイントと
して貯まります。貯まったポイントは同路線
の乗車運賃と同額以上になった場合、自動的
にポイントで支払いされます。詳しくは、同
社のホームページをご覧ください。
※同カードは、S

ス イ カ

uica と相互利用可能な全国
交通系 IC カードが利用できる路線や店舗で
も使用できます
● 対象路線／盛岡中心市街地循環バス「でん
でんむし」、繫鶯宿線、小岩井農場線　など

● 販売金額／ 2000 円　※デポジット（預り
金）500円を含みます

今回紹介した支援策の他にも、
市は、市民や事業者の皆さんへ
の支援対策を進めています。ま
た、これまでも事業者の皆さん
は、感染拡大防止に積極的に取
り組んできました。感染リスク
を抑えた会食やテイクアウト、
キャッシュレス決済などを意識
しながら、積極的にお店などを
利用していきましょう。
私も購入した「モリオ☆エー
ル」を手に、出かけた
いと思います。一
緒に盛岡を元気に
しましょう！

【問】MORIO Pay運営事務局
☎621-2851
MORIO Pay ホームページ▶

参考：厚生労働省ホームページ内、新型コ
ロナウイルスに関するQ&A（一般の方向
け）より

感染リスクを下げながら感染リスクを下げながら
会食を楽しむ工夫会食を楽しむ工夫

【問】岩手県交通株式会社
☎654-2141
岩手県交通ホームページ ▶

市内のホテルや旅館などを利用するときに、１人１泊当たり3000円を上限に宿
泊料金が割り引きされます。新緑生い茂るこの季節、街歩きをしたり温泉につかっ
たりして、盛岡の魅力を再発見しませんか。対象施設など詳しくは、市ホームペー
ジをご覧ください。
●利用期間／来年２月28日㈪まで
●利用方法／
① 宿泊を希望する施設に、割引について
事前に確認し宿泊を予約
② 当日、宿泊施設で申込用紙を記入 
　※代表者の住所を免許証などで確認

【問】観光課
☎ 626-7539
市ホームページ▶

Fight!  MORIOKA 01

Fight!  MORIOKA 02

盛岡手づくり村（繫字尾入野 64）で、地
元の食品や工芸品などを、３割引きで購入で
きます。プレゼントや自分へのご褒美などで
購入を考えている人は、この機会をお見逃し
なく。実施時期や対象商品など詳しくは、同
手づくり村ホーム
ページなどでお知
らせします。
●対象期間／
８月から（予定）

県外の学校に通うお子さんを応援するため、盛岡の特産
品を詰め合わせた「もりおかエール便」を贈りませんか。
5000円相当の内容で、代金・送料は無料です。申し込み方

法など詳しくは、同手づくり村ホー
ムページなどでお知らせします。
●対象期間／６月７日㈪から
●  対象／市に住所がある人の子
で、県外に住む15歳以上25歳
以下の学生 ※海外に住む人を
除く

Fight!  MORIOKA 03

Fight!  MORIOKA 04 Fight!  MORIOKA 05

今回の宿泊割を利用して、泊まったこと
がない、泊まりたかった宿に足をお運
びください！ 当協会では 9月 30日㈭
まで、宿泊客向けのさんさ踊りの公演
「つなぎでつなぐ盛岡さんさ踊り」を毎

日開催しています。各地域の伝
統さんさの舞は圧巻ですよ。

盛岡では多くの若者が飲食業に従事していますが、その
中には、コロナ禍で経営がうまくいかず夢を諦めざるを
得ない人もでてきています。若い人が生き生きと頑張っ
ている街は「良い街」だと思います。モリオ☆エールな
どを利用して、飲食店を、若者の夢を応援しましょう！つなぎ温泉観光協会

佐々木 史
ふみ

恵
え
事務局長

●注意 注意 
・原則、チケットを購入した店舗のみで使用できます
　※ 系列店などの間で、相互にチケット利用ができる場合もあります

・チケットの額面に満たない場合は、お釣りが出ません
・ チケットは、購入前の予約と購入後の返品ができません
・ 利用できるチケットは、事前購入したチケットのみです
・ 購入店舗のサインなどが無いチケットは、使用できません

買う買う食べるべる食べるべる

泊まる泊まる

泊まる泊まる

つなぎ
さんさ▶

●注意 注意 
・ 他の割引クーポンとの併用は、宿泊
施設によって取り扱いが異なります

・ この割引が適用されない宿泊プラン
があります

・ 同一宿泊施設の連泊は７泊までです

【問】盛岡地域地場産業振興センター
☎689-2201
盛岡手づくり村ホームページ▶

買う 泊まる泊まる

盛岡を盛岡を元気に！元気に！
食べるべる

盛岡を盛岡を元気に！元気に！
席の配置は、
正面や真横を避ける

会食中でも、会話する
ときはマスクを着用

箸やコップは使い回
さず、一人一人で

お酒を飲むとき、
①少人数・短時間で
②なるべく普段一緒
にいる人と
③深酒・はしご酒など
は控え、適度な酒量で

適度に！

もりおかエール便（一例）

F ight ! MORIOKA

株式会社  東家

髙橋　大
まさる

専務取締役

【問】盛岡商工会議所応援
チケット係  ☎ 624-5880

市ホーム
ページ▶

※ チケット販売については、対象店舗に
お問い合わせください



４ 広報もりおか ３. ６. １ 広報もりおか ３. ６. １　 ５

広　告広　告

　市内で開催されたイベントや出来事
を紹介します。紙面で紹介しきれなか
った写真は、市ホームページの取材日
記に掲載しています。

取
材
日
記

５ 復興支援道路がつなぐ
盛岡と宮古の確かな絆１

　盛岡と宮古を結ぶ復興支援道路が全面開通したこ
とを記念して、「盛岡・宮古絆フェスタ」を道の駅やま
びこ館（宮古市）で開催しました。盛岡からは、さん
さ踊りとチャグチャグ馬コが、宮古からは小・中学生
による合唱や山口太鼓の勇壮な音色などが披露され、
会場を沸かせました。両市間の移動時間が約30分短
縮され、これからの交流に期待が膨らみます。

盛岡さんさ踊り

宮古市の小・中学生による合唱

山口太鼓

チャグチャグ馬コとの触れ合い

収入
46億3160万円

支出
45億  580万円

外来収益
８億

8470万円
その他

12億9990万円  

給与費
25億1294万円

材料費
６億

7765万円 
その他

13億1521万円

　本年度は「第４次経営改善計画
（令和元年度～令和４年度）」の
３年目となります。引き続き収支
均衡に向け経営改善の取り組みを
進めながら、救急医療、感染症医

令和３年度

市立病院の予算

重点施策

■収益的収支

■資本的収支

日常の病院経営に必要な経費

施設整備や医療機器の購入などに必要な経費

借入金
１億

3080万円
出資金

２億9489万円 

借入元金の返済
５億9137万円

収入
７億2346万円

支出
７億2346万円

建設改良金
１億

3080万円

負担金など
２億9777万円

貸付金
129万円

入院収益
24億4700万円

▶「患者中心の医療」の推進
　患者さんの立場を尊重し、理解と納得に基づいた医療を
行い、安全な医療と快適な療養環境を提供します。
▶「地域医療連携 」の推進
　地域の医療機関や介護施設と連携し、地域医療の
要望に沿ったきめ細かな医療を提供します。
▶「経営改善」の推進
　全職員の連携を強化し、経営改善の取り組みを進めます。

純利益　2799万円
（最終的な病院事業会計の黒字額）

収支差額
１億2580万円

療などの公立病院として担うべき
役割を果たし、「地域に寄り添った
地域のための病院」として、皆さん
の要望に応じた医療を提供してい
きます。

　本年度の市立病院の予算などについてお知らせします。
【問】市立病院総務課☎635-0101

パレットなど

私たちが分別した資源はいったいどうなるの？

ごみの減量と再利用について、役立つ情報をお知らせ！

３Ｒマイスターへの道
【問】資源循環推進課
　　  ☎626-3733

今月の
テーマ

VOL.23

　皆さんが資源として出した、プラスチック製容器包装や古紙、ペ
ットボトルなどがリサイクルされてどうなるか知っていますか？　
　今回は、リサイクル後の資源の行方について見ていきましょう!

プラスチック製容器包装

古紙

びん・缶・ペットボトル

洗剤や弁当の容
器など

◀このマークが目印です

▶出せるもの
びん・缶
・食べ物、飲み物のびんや缶
ペットボトル
・ペットボトルマークが
　あるもの

ガラスびんや断
熱材などに

自動車の部品な
どに

ポリエステル製
の衣料品などに

ペットボトルのラベルとキャ
ップは、はがして「プラスチッ
ク製容器包装」へ出してね

令和２年度は、約
1662㌧のプラスチッ
ク製容器包装がリサ
イクルされました！ 

令和２年度は、約2874
㌧の古紙がリサイクル
されました！

▶出せるもの
・汚れていない
・濡れていない

分別した古紙は、なる
べく資源集団回収に出
すようにしてね

※値札などのシールは、多少残って
いても資源として出せます

▶出せるもの
・段ボール、新聞（折り込みチラ    
  シ含む）
・雑誌、その他の紙（紙袋、お菓
　子の箱、トイレットペーパーの
　芯など）

ご
み
減
量
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
め
ぐ
る
ち
ゃ
ん

段ボールや新聞
など

段ボールや新聞
などに再利用

令和３年度

上下水道局キャラクター
水道ぼうや

　上下水道局は、災害に強い安定した水道水の供給と、良好な
水循環を目指した下水の処理を続け、市民の皆さんに信頼され
る経営に努めます。水道事業と下水道事業について、本年度の
予算の概要をお知らせします。
【問】上下水道局経営企画課☎623-1411（内線6234・6235）

水道　下水道事業の予算

詳しい予算状況は、市上下
水道局ホームページをご覧
ください

詳しい予算状況は、市上下
水道局ホームページをご覧
ください

①と②の差水をつくって家庭などに
届ける費用

・国からの補助金など
・過去の蓄えなどの一部

③と④の合計

①と②の差下水をきれいにして川に
戻す費用

・国からの補助金など
・市の負担金
・過去の蓄えなどの一部

③～⑤の合計

新たな借入金
+

＝

+

下水道使用料などの収入

県が運営している下水道処理施設の
維持管理費の負担

汚水管・雨水管の維持管理や修理など

下水を処理するための施設の維持管
理や修理など

流域下水道の費用　 18億９千万円

下水管の維持費用　　４億５千万円

ポンプ場などの維持費用
　　　　　　　　　　３億７千万円

検針や支払窓口の費用
　　　　　　　　　　２億１千万円
検針や料金の徴収など

支払利息　　　　　　５億５千万円
過去の借入金の利息返済

水道料金などの収入

＝

+

老朽化した配水管の更新、未給水地
域の解消、医療機関への配水管の耐
震化など

浄水場などの施設の整備や更新

配水管施設の整備　   　　 27億円

浄配水場施設の整備 10億６千万円

汚水管※１の設置や改修、未整備地区
の汚水管の整備など

雨水管※２の設置や改修、浸水被害の
防止、内水ハザードマップの作成に向
けた調査など

ポンプ場や下水道管などを長く使うた
めの改築工事など

汚水管きょの整備　 16億５千万円

雨水管きょの整備　　３億３千万円

長寿命化対策　　　　　　８千万円

地震対策　　　　　　　　６千万円
地震に強い施設にするための工事設計

※１　 お風呂やトイレなどで使用した水
を流す管

※２　雨水などを流す管

①

② ③

④

①

② ③

④

⑤

水を作る作業、浄水場の維持管理や
修理など

配水管・給水管の維持管理や修理など

浄水などの費用　　 12億４千万円

配給水の費用　　　　８億８千万円

検針や料金の徴収など

検針や支払窓口の費用
　　　　　　　　　　６億７千万円

過去の借入金の利息返済
支払利息　　　　　　１億９千万円

安全で安心な水道水を
皆さんへ届けます

上下水道局キャラクター
下水道あいちゃん

77億３千万円

63億３千万円

14億円

45億１千万円

59億１千万円

45億円

14億１千万円

（内訳）
将来に向けた施設整備など

過去の借入金の返済

81億４千万円

83億４千万円

２億円

38億１千万円

12億９千万円

53億円
（内訳）
将来に向けた施設整備など

過去の借入金の返済
23億円
30億円

水道
事業

下水道
事業

下水をきれいにして
川へ戻します

主な使い道

主な使い道

主な使い道

主な使い道
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マークの
見方

６ 広報もりおか ３. ６. １ 広報もりおか ３. ６. １ ７

広　告広　告

■ 啄木の里ふれあいマラソン大会

■ いわて盛岡シティマラソン

　　　  種目・参加資格

【種目】10㌔、５㌔、３㌔（家族
ペアの部あり）の４種目16部門
【参加資格】アマチュア競技者。
家族ペアは、５歳～小学生と保
護者か、中学生以下のきょうだ
い、夫婦のいずれか

　　  種目・参加資格など

【種目】①フルマラソン（42.195
㌔）、②チャレンジラン（2.8㌔）
【参加資格】①18歳以上（高校
生不可）、②小学生以上

 10月24日㈰９時スタート予定
 フルマラソン1万4000円、チャレン

ジラン4000円　  ７月31日㈯まで
 スポーツ推進課内、同大会実行委

員会事務局☎626-3111
 1025863

 ９月５日㈰９時スタート予定
 小・中学生1000円、高校生1500円、

一般4000円、家族ペア4500円
 ７月16日㈮まで
 同大会実行委員会事務局　

☎683-1636　
 1007660

【コース】①盛岡城跡公園⇒八幡宮⇒南
大通地区⇒駅前地区⇒向中野地区⇒太
田地区⇒繫地区⇒盛岡市中央公園
②盛岡城跡公園⇒八幡宮⇒盛岡商工
会議所

■「啄木鳥探偵處」スタンプラリー
　iｎ岩手
同アニメゆかりの４館を巡り、スタン
プを集めてオリジナルグッズを手に入
れましょう。

 ６月１日㈫～９月26日㈰
 石川啄木記念館（渋民字渋民）と

先人記念館（本宮字蛇屋敷）、盛岡
てがみ館（中ノ橋通一）、野村胡堂・
あらえびす記念館（紫波町）

 入館料が必要
 石川啄木記念館☎683-2315
 1035073

※スタンプラリーの台紙は各館の入館  
　券を購入した人に配布
※スタンプラリー台紙・プレゼントは無
　くなり次第終了

■企画展
　「啄木鳥探偵處　啄木と京助」
啄木と金田一京助の交流や、同アニメ
に登場する文豪の資料を紹介します。

 ６月１日㈫～９月27日㈪
 盛岡てがみ館（中ノ橋通一）
 入館料が必要
 同館☎604-3302

▶ギャラリートーク
 ①７月23日㈮②９月11日㈯、10

時～・14時～　  各６人
 電話：①７月８日㈭②８月28日

㈯、10時から

アニメ「アニメ「啄啄木木鳥鳥探偵處探偵處」」でで啄啄木木をもっとをもっと知ろう！知ろう！

©2020伊井圭・東京創元社／
「啄木鳥探偵處」製作委員会

　各マラソン大会の参加者を募集します。申し込み方法など詳しくは、各
事務局に問い合わせるか、市ホームページをご覧ください。

　昨年、テレビ放送されたアニメ「啄
き つ つ き

木鳥探
た ん

偵
て い

處
どころ

」に関連する企画を開催中。

■おしゃべり学芸處～学芸員は見た！
　アニメ「啄木鳥探偵處」～

 ７月11日㈰14時～15時半
 先人記念館（本宮字蛇屋敷）
 電話：６月27日㈰９時から同記念

館☎659-3338　  1035265

北上川に整備された船着き場のお
披露目と、もりおか丸運航や乗馬体
験などを行います。

 ６月19日㈯10時～16時半
 北上川河川敷（開運橋上流）など

実践！正しいラジオ体操
健康増進課　☎603-8305

ラジオ体操の正しい動きを学びます。
 ７月８日㈭13時半～15時
 都南公民館（永井24）　  15人
 電話：６月17日㈭10時から

もりおか女性センター
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10

☎604-3303

■防災オンライン連続学習会
講義やワークを通して地域防災力向
上のために必要なことを学びます。

 6月19日・7月17日・８月21日・28
日・９月11日・25日、土曜、全6回、
10時半~12時　

 30人※１回の参加も可能
 応募フォーム：６月４日

㈮10時から
■男女共同参画週間もりおか展
男女共同参画に関するパネルの展示
やビデオ上映など。

 6月23日㈬~29日㈫、9時~21時半
※土・日曜は17時、29日は15時まで

 プラザおでって（中ノ橋通一）
 1001889

▶講演会「『男女共同参画』ってなん
　ですか？」＆パネルディスカッション

 ６月26日㈯13時半~15時半
 60人　  ３人※生後６カ月～未

就学児、１人につき500円
 プラザおでって（中ノ橋通一）※会

場参加とオンライン参加が選べます
 電話・応募フォーム：

６月４日㈮10時から

盛岡劇場・河南公民館
〠020-0873 松尾町３-１

☎622-2258

■もりげきサロン
お茶を飲みながら、気軽におしゃべ
りを楽しみませんか。

 ６月１日・15日・22日・29日、火
曜、10時～16時※出入り自由・マイカ
ップ持参　  1035220
■もりげきライヴ
鈴木牧

ま き

子
こ

トリオが出演します。
 ６月16日㈬19時～20時半
 40人※中学生以下入場不可
 1000円　
 電話・窓口・応募フォーム：

６月15日㈫21時まで
■環境講座　住みやすいは棲

す

みやすい？
　～SDGｓ・生物多様性とビオトープ～
講話や散策を通して、人と生き物の
すみやすい環境を考えます。

 ６月25日㈮10時～12時
 同館と中津川河川敷
 10人　  100円
 電話・窓口：６月10日㈭10時から

姫神ホール・渋民公民館
〠028-4132 渋民字鶴塚55

①☎683-3526②☎683-2354

①姫神ホールふれあいコンサート
　「陸上自衛隊第９音楽隊演奏会」
同音楽隊による吹奏楽コンサート。

 ６月27日㈰14時～16時
 全席指定。入場無料※整理券が必要
 ６月10日㈭から同ホールや市民

文化ホール(盛岡駅西通二)などで整
理券を配布※１人２枚まで
②健康講座　免疫力U

アップ

P
ヨガやエアロビクスを行い、自分の体
と向き合います。

 ７月3日・17日・31日、土曜、全３
回、10時～11時半

 15人※18歳以上　  1000円
 電話・窓口：６月３日㈭９時から

盛岡体育館
〠020-0066 上田三丁目17-60

☎652-8855

■トレーニングカウンセリング
 ６月18日㈮・24日㈭、14時～16時
 各２人※18歳以上
 各1100円※トレーニングルーム

使用料は別途　
 電話：６月４日㈮10時から

■香リラックスヨガ教室
 ６月16日～８月４日、水曜、全７回、

19時～20時と６月17日～８月12日、木
曜、全７回、13時15分～14時15分

 各20人※女性　  各5159円
 電話：６月４日㈮10時から

■楽々エアロビクス教室
 ６月17日～８月12日、木曜、全７

回、14時半～15時半
 15人※女性　  5159円
 電話：６月４日㈮10時から

■ランダムに体トレ
音楽に合わせて行うストレッチ。

 ６月28日㈪10時半～11時半
 10人※50歳以上の女性　  550円
 電話：６月４日㈮10時から

■骨盤ゆらっくす
 ７月５日㈪10時半～11時半
 ７人※50歳以上の女性　  550円
 電話：６月７日㈪10時から

■骨盤ストレッチ
 ７月13日～８月17日、火曜、全５

回、10時半～11時半
 15人※50歳以上の女性　
 2750円
 電話：６月10日㈭10時から

都南体育館
〠020-0835 津志田14-19-１

☎637-2219

■トランポリン＆バトン教室
エアートランポリンとバトントワーリ
ングの体験。

 ６月12日㈯・７月17日㈯、９時半
～10時半と11時～12時

 各30人※３歳～小学６年生
 各1200円
 電話・窓口：6月２日㈬９時から

みちのくコカ・コーラ
ボトリングリンク

〠020-0866 本宮五丁目３-３
☎601-5001

■滑らないカーリング教室
用具を使ってストーンのみを滑らせる
カーリング教室。

 ６月22日～７月６日、火曜、全３
回、10時半～12時

 ８人※50歳～80歳未満
 4200円
 電話：６月５日㈯10時から

ゆぴあす
〠020-0102 上田字小鳥沢148-103

☎662-1414

■お父さんの似顔絵を描こう！
お父さんの似顔絵を描いた人に、お父
さんへのプレゼント（先着100人）を差
し上げます。

 募集期間：6月１日㈫～６月20日㈰
展示期間：６月27日㈰まで

 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　  1034976

中央公民館
〠020-0013 愛宕町14-１

☎654-5366

■庭で楽しむ・庭をたのしむ
　～本を通して、庭の魅力を知ろう～
家庭で気軽にできる庭造りや、庭に
関連した本を図書室で展示します。

 ６月８日㈫～７月23日㈮
■三ヶ田礼一講演会
アルベールビル冬季オリンピック金
メダリストの三

み

ヶ
か

田
た

礼
れ い

一
い ち

さんが「夢
に向かって！岩手から世界へ！」と題
して講演します。

 ７月７日㈬10時～11時半　  30人
 電話：６月８日㈫10時から
 1035226

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１

☎643-2288

■知っててよかった介護教室
介護サービスや食事・口

こ う

腔
く う

ケアなど
介護の知識を学びます。

 ６月24日～７月８日、木曜、全３
回、10時～12時※７月８日のみ11時
半まで　  10人

 電話：６月11日㈮10時から
■かんたん！W

ウ イ ン ド ウ ズ

indows10で写真加工
デジタル写真やスマホ写真の整理や
活用方法を学びます。

 ６月26日㈯10時～15時
 10人　  3128円
 電話：６月10日㈭10時から

■初心者のための剪定教室
庭木の剪

せ ん

定
て い

について、学びます。
 ７月29日㈭・８月５日㈭、全２回、

10時～12時　  16人　  500円
 往復はがき：７月８日㈭必着

飯岡地区公民館
〠020-0853 下飯岡８-１00

☎637-2270

■赤ちゃんとヨガ教室
赤ちゃんとスキンシップをとりながら
心と体をヨガでリフレッシュします。

 ６月25日㈮・７月２日㈮、全２回、
10時半～11時半

 飯岡地区保健センター(下飯岡８)

 ５組※首の据わった３～10カ月の
子と保護者　  144円

 電話：６月７日㈪９時から

松園地区公民館
〠020-0106 東松園二丁目５-３

☎661-8111

■松園を学ぶ
松園地区にある施設の歴史や役割に
ついて学びます。

 ７月６日㈫・13日㈫、全２回、13
時半～15時

 県立博物館(上田字松屋敷)　
 15人
 電話：６月７日㈪９時から※定員

を超えた場合は抽選

市立図書館
〠020-0114 高松一丁目９-45 

☎661-4343

■児童文学を読む会
ルータ・セペティス著「灰色の地平線
のかなたに」（岩波書店）。

 ６月23日㈬10時～12時

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-１

☎635-6600

■縄文土器をつくろう
粘土で好きな形の縄文土器を作ります。

 ６月19日㈯・20日㈰、９時半～12時
 各６人※小学生以上。小学生は保

護者同伴　  各350円
 電話：６月５日㈯10時から

男女共同参画週間パネル展
男女共同参画推進室　☎626-7525
  6月９日㈬~23日㈬は、市役所

本庁舎本館１階エレベーターホール、
6月25日㈮~7月８日㈭は、都南図書
館（永井24）　  1016163

あゆ釣り教室
観光課　☎626-7539

 ７月４日㈰８時半～11時
 中津川河川敷（毘沙門橋～与の字橋）
 30人※小学４年生以上の初心者

小学生は保護者同伴　  1800円
 はがき：６月11日㈮必着。釣り竿

を提供できる人は同課までご連絡く

ださい　  1025619

環境学習講座
ラベンダーでポプリを作ろう！

環境企画課　☎626-3754
エコアス広場の「いこいの花畑」の手
入れ作業のあと、花畑に咲くラベンダ
ーを使ってポプリを作ります。

 ６月15日㈫・16日㈬10時～12時
 エコアス広場（上田字上堤頭）
 各10人　  各56円
 電話・応募フォーム：６月10日㈭

まで※定員を超えた場合は抽選

盛岡を駆け抜けませんか？

開港祭・北上川フェスタ
IN MORIOKA

盛岡地区かわまちづくり（舟運）
実行委員会事務局　☎601-7244
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保護庭園・景観重要建造物を無料公開

■一ノ倉邸（安倍館町）
 水～日曜、10時～15時※８月

10日～20日、12月25日～１月15
日は休み

 一ノ倉邸管理保存委員会
　☎646-1817

　市が指定している保護庭園や景観重要建造物を無料公開しています。
※車での来場はお控えください　  景観政策課☎601-5541

■旧宣教師館（大沢川原三）
 月～金曜、９時～17時（12時～

13時を除く）※祝日と８月13日～
16日、12月29日～１月３日は休み

 大沢川原センター☎654-6067

■明治橋際の御
お

蔵
く ら

（南大通三）
 10月までの土・日曜、10時～

16時
 御蔵管理委員会

　☎654-2468

■武田邸（長田町）
 ６月は第１・２・４土曜、７月～

10月は第２・４土曜、11月は第１・
２土曜、13時～16時※８月14日㈯
は休み

 景観政策課☎601-5541

 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

６/６
㈰

吉田消化器科内科 東見前８-20-16 632-4600
くどう医院 前九年三丁目16-15 647-3251
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
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

みうら小児科 中野一丁目16-10 622-9591
攝待歯科医院 東松園三丁目28-１ 663-0110
あざみ薬局 東見前８-20-４ 639-8706
前九年薬局 前九年三丁目16-10 648-8101
本町薬局 本町通一丁目９-28 652-8200
なかのユニオン薬局 中野一丁目21-１ 652-6587

６/13
㈰

船山内科クリニック 下ノ橋町４-15 606-0812
ちばクリニック 中央通三丁目１-10 605-8300
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
けやき整形外科クリニック 上田一丁目１-35 656-1677
西島こどもクリニック 上田一丁目19-11 651-1369
外川歯科医院 山岸一丁目２-46 653-6480
せせらぎ薬局 下ノ橋町６-８ 603-5505
たんぽぽ薬局桜城店 中央通三丁目14-４-101 626-1121
リープ薬局 上田一丁目１-35 601-3030
あおば薬局桜小路店 上田一丁目20-１ 656-1250

■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

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

　市は、貴重な水資源の有効利用と道路陥没などの二次災害を
防ぐため、年間を通じて市全域の漏水調査を実施しています。

漏水の調査・発見に協力を  
上下水道局上下水道局
水道維持課水道維持課
☎☎623-1411623-1411

漏水調査にご協力ください
　市上下水道局の職員と委託業者の調査員が、調
査のため宅地内まで立ち入る場合があります。建
物内には入りません。調査の結果、漏水が発見さ
れたときは、早急に修繕工事が必要です。不在の
際は、郵便受けなどに「漏水のお知らせ」を投

とう

函
かん

します。修繕工事について説明しますので、同課
へ至急連絡してください。なお、この調査は無料
で、物品の販売をすることはありません。

道路などで漏水を発見したら
　晴れているのに道路がいつも濡れている、きれ
いな水が側溝をいつも流れている―などの場合、
地下の水道管から漏水している可能性があります。
水道管の漏水は、水のにごりや断水、凍結などの
原因になるだけでなく、道路の陥没などの大きな
事故を引き起こす可能性もあります。漏水が疑わ
れたら、すぐに同課へご連絡ください。

調査員は「漏水調査員」の腕
章を付けるか身分証明書を携
帯しています。不審に感じたと
きは証明書の提示を求めるか、
同課へお問い合わせください

腕
章身

分
証
明
書

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間納付相談
①６/８㈫・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 ６/17㈭
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

６/９㈬
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

☎0120-220-489（通話料無料）

盛岡市新型コロナワクチン
コールセンター

 ９時～18時（土・日曜、祝日含む）

▶電話予約▶電話予約▶インターネット予約▶インターネット予約

URL：https://vc.liny.jp/032018
スマートフォンでの
予約はこちらから☞

左記の予約方法の他にも、直接予約できる
医療機関（かかりつけ医に限る）があります。
対象の医療機関など詳しくは、５
月24日の新聞の折り込みチラシ
か市ホームページをご覧ください

新型コロナワクチン接種の電話予約のお願い
～電話のつながりにくい状況を減らすために～

表２　年齢別の予約・接種の開始日（予定）
区分※ 生年月日 予約開始日 電話予約開始日 接種開始日

80歳以上 昭和12年４月２日～昭和14年４月１日 ６月７日㈪ ６月７日㈪ ６月14日㈪昭和14年４月２日～昭和17年４月１日 ６月８日㈫

75歳以上 昭和17年４月２日～昭和19年４月１日 ７月５日㈪ ７月５日㈪ ７月12日㈪昭和19年４月２日～昭和22年４月１日 ７月６日㈫

70歳以上 昭和22年４月２日～昭和24年４月１日 ７月12日㈪ ７月12日㈪ ７月19日㈪昭和24年４月２日～昭和27年４月１日 ７月13日㈫

65歳以上 昭和27年４月２日～昭和29年４月１日 ７月19日㈪ ７月19日㈪ ７月26日㈪昭和29年４月２日～昭和32年４月１日 ７月20日㈫
※令和３年度中に達する年齢

　市では、年齢別にワクチン接種を実施しています。各
年齢区分の予約開始日（初日）はコールセンターに電話
が集中し、つながりにくくなることが予想されます。
　つきましては、予約開始日の電話の集中（電話のつな
がりにくい状況）を緩和するため、予約開始日の電話予

約は、表２のとおり各区分の年齢の高い人を優先し、そ
れ以外の人は翌日以降にお電話いただきますよう、ご協
力をお願いします。
　全ての人が速やかに接種を受けられる体制を整えてお
りますので、焦らず、慌てずにお待ちください。

空き家等対策計画の策定などについ
て意見を述べる委員を１人募集します。
任期は７月下旬から２年間です。対象や
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。　  1035041

成人のつどい実行委員
生涯学習課　☎639-9046

 edu.sgs@city.morioka.iwate.jp

来年１月９日㈰に開催する「市成人のつ
どい」の企画・運営を行う実行委員を募
集します。活動日は、７月から来年１月ま
での火曜か水曜、18時半~20時半です。

 20人程度※市内在住の新成人（平
成13年４月２日～平成14年４月１日
生まれ）、または運営に参加したい人

 市役所都南分庁舎３階の同課に備
え付け、または市ホームページからダ
ウンロードした応募用紙に必要事項を
記入し、〠020-8532（住所不要）市役
所生涯学習課へ郵送または持参。メー
ルでも受け付けます。６月28日㈪必着。
持参は同日17時まで　  1003285

薮川体験農園の利用者
産業振興課　☎683-3852

薮川地区のそば作付けの①貸し農園
と②オーナー農園の利用者を募集し
ます。収穫したそばの実を使ったそば
打ち体験や試食、そば粉付きです。貸
し出す農園の場所など詳しくは、市
ホームページをご覧ください。※①②
合計で先着40区画、１区画50平方メートル

 利用期間：６月～11月
 ①3000円②5000円
 電話：６月３日㈭９時から
 1008209

都市景観賞
景観政策課　☎601-5541

美しい街並みや周囲の環境に調和し
た魅力ある景観を募集します。

 応募対象：完成後おおむね５年以
内の建築物や緑地、工作物（これら
を含む一団の地区を含む）

 応募要件や応募方法など詳しく

は、市ホームページをご覧になるか同
課へお問い合わせください。７月31
日㈯締め切り※１人何点でも応募で
きます　  1010213
▶都市景観賞パネル展
過去に受賞した建築物などのパネルを
表１のとおり展示します。　  1031118

市道除排雪業務の受注者
雪対策室　☎613-8297

冬期間の市道除排雪体制を強化する
ため、新規受注希望者を募集します。
業務の内容や対象、申し込み方法など
詳しくは、同室に問い合わせください。

 ７月30日㈮まで　
 1035005

募　集

も
り

けんに挑戦
！も

り

け 挑戦挑

市内経済の好循環につながる事業
経済企画課　☎613-8298

事業者が、新商品の開発やイベント
の実施など、新たな事業を実施する
際の経費を補助します。対象経費や
補助額、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。

 一般型：1031344・拡充型：1035024

令和元年度３級問題（正解は10ページに掲載）
　盛岡市の西部を流れる「木賊川」。この川の読み方は何ですか。
①もろくずがわ　②きぞくがわ　③とくさがわ　④きっぷしがわ

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。

65歳以上世帯類型調査にご協力を
地域福祉課　☎626-7509

保健指導や避難支援などに活用する
ため、市内の65歳以上の人を対象に
民生委員・児童委員が、電話や訪問
により調査します。

 実施期間：６月～７月下旬　
 1001096

空き家等対策推進協議会委員
くらしの安全課　☎603-8008

表１　パネル展の開催日時と場所
日時 場所

６/１㈫13時～
６/11㈮12時 中央公民館（愛宕町）

６/12㈯９時～
６/23㈬12時 盛岡駅２階わんこロード

６/24㈭９時～
６/29㈫12時 都南公民館（永井24）
７/１㈭13時～
７/７㈬12時 中央公民館（愛宕町）

　表３の各計画案への意見を募集します。各計画案は同課や各支所、各出張
所などに備え付けるほか、市ホームページにも掲載します。

 市ホームページからダウンロードした意見書に意見と住所、名前などを記入
して提出。詳しくは、同課に問い合わせるか市ホームページでご確認ください
表３　パブリックコメントを実施する計画など

意見を募集する計画 計画の概要 募集期間 広報ＩＤ
もりおか交通戦略（第
二期）（案）

公共交通や自転車の利用促進に関す
る令和12年度までの計画 ６/10㈭～

６/30㈬
1035229

都市計画道路整備プロ
グラム（案）

都市計画道路の整備目標を定める令
和12年度までの計画 1035230

パブリックコメント

皆さんの意見を

　　　　　
お寄せください

 交通政策課☎613-8538

市立総合プールの利用制限
市立総合プール　☎634-0450

６月６日㈰・18日㈮～20日㈰・26日
㈯・27日㈰は大会により利用できま
せん。

臨時休館日のお知らせ
都南図書館　☎637-3636

６月16日㈬～24日㈭は図書点検の
ため、利用できません。ただし、１階
新聞コーナーと学習室は９時～17時
は利用できます。※21日㈪を除く

各手当の手続きをお忘れなく
子ども青少年課　☎613-8354

■児童手当の更新
同手当を受けている人は、６月に更新手
続きが必要です。送付している案内の
とおり、手続きをお願いします。詳しくは、
お問い合わせください。　  1031324
■児童扶養手当の申請
障害基礎年金などを受給している人で
「障害基礎年金の子の加算額」が児
童扶養手当額を下回る場合、その差
額を同手当として受給できるようにな
りました。６月30日㈬までに申請する
と、さかのぼって受給できる場合があ
ります。申請方法など詳しくは、お問
い合わせください。　  1033845
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令和３年６月18日㈮
■S

ス タ ー ト

TART：中央通二丁目▷19時22分
■G

ゴ ー ル

OAL：盛岡八幡宮▷20時
■走行距離：2.26㌔㍍

《開催日》

当日はコースや周辺の道路で交通規制
が行われます。詳しくは、折り込み
の交通規制情報のチラシをご覧
ください

※

観覧者に対し、拡声器で距離をとるよう呼びかけます

観覧者へのお願い
■体調が悪い人は、観覧をお控えください

■マスクの着用をお願いします
■前後左右の人と適切な距離をとってください
■大声を出さずに拍手による応援をお願いします

錦木関
■ＰＲランナー

錦
にし

木
きぎ

徹
てつ

也
や

さん

県庁

もりおか
歴史文化館

市役所
盛岡バスセンター
　　　予定地もりおか

歴史文化館

聖火リレー
のコース

盛岡バスセンター
　　　予定地

東京 2020 オリンピック
聖火リレーのコンセプト

聖火リレーとは
　ギリシャ・オリンピアの太陽光で採火された炎を、ギリシャ国内とオリン
ピック開催国内のリレーによって開会式までつなげるものです。オリンピックのシンボル
である聖火を掲げることにより、平和・団結・友愛といったオリンピックの理想を体現し、開催国
全体にオリンピックを広め、来るオリンピックへの関心と期待を呼び起こす役目を持っています。

セレブレーション会場
（到着セレモニー）

盛岡八幡宮
20時

中央通二丁目
19時22分

《新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、県内の感染状況によっては、聖火リレーが中止となる場合があります》

■公募ランナー

小笠原 智
とも

幸
ゆき

さん（42）
　　　＝永井＝

みんなに元気を
届けたい！

広報もりおかへのご意見をお待ちしています
アンケート専用フォームから、特集や各記
事への意見をお寄せください。あなたの意
見が広報もりおかを育てます。

編集後記
もりけんに挑戦

（９ページに掲載）の答え
③とくさがわ

第7弾の経済対策がスタートしています。市民の皆さん
の応援で事業者の皆さんを元気にしたいですね。
（曽根田）

地球環境に配慮し、
ベジタブルインキを
使用しています。

　支えあい、認めあい、高めあう心でつなぐ
聖火が新しい時代の日の出となり、人々に希望の
光を照らしだします。東京2020オリンピック聖火リレー
は、東日本大震災から10年の節目となる年に行われる聖火リレー
として、復興の歩みを進める被災地をはじめとする全国各地を隅々
まで巡り、日本全国の人々に希望と勇気を届けます。

■ コース周辺の交通規制の補助
　　　■ コース沿道の観覧者の整理
　　　　　■ コース沿道などでの感染防止の
　　　　　　　呼びかけ
　　　　　　　 ■ 聖火ランナーの走行準備の
　　　　　　　　手伝い
　　　　　　　　   ■ 各種セレモニーの運営補助

ボランティアの
皆さんによるサポート

新型コロナウイルス
感染症拡大防止対策

聖火リレーによって、見
慣れた盛岡の街が違っ
た景色になることにわくわ
くします。このイベントを
支える一人として、気を引
き締めて参加します。

■聖火リレー市民ボランティア

川村 もなみさん（27）   
　　＝西仙北＝

精一杯
、務め

ます！

前後左右の人と適切な距離をとってください
大声を出さずに拍手による応援をお願いします

みんなに元気を
届けたい！

セレブレーション（到着セレモニー）※要事前申込
時間（予定）18時15分～20時20分

■最終ランナーがトーチの炎を聖火皿に点火
■スポンサー企業によるブース出展

　　■盛岡さんさ踊り、盛岡山車、消防
　　　　はしご乗りのステージプログラム

盛岡に聖火がやって来る！
　東京2020オリンピック聖火リレーは令和３年３月25日に福島県をスタートし、
全国を聖火でつなぎます。岩手県は39番目の都道府県として、６月16日㈬に雫石町
からスタートし、270人のランナーが県内を走ります。盛岡市では、６月18日㈮に
中央通りから盛岡八幡宮の区間で実施され、14人のランナーが聖火をかざします。
オリンピックへつながる聖火が盛岡で灯る日がやってきます!

［問］スポーツツーリズム推進室☎603-8009

錦木関

名誉ある聖火ランナーとして、
盛岡の懐かしい風景や町並
みを楽しみながら走りたいで
す。そして、盛岡の皆さんに
元気が出るような相撲につな
げていきたいと思います。

私もつなぎます！

4月下旬に開催された聖火リレートーチ巡回展

右足が義足の私ですが、
市内の障がいを持ってい
る人をはじめ、さまざまな
人に勇気と元気を与えら
れるよう笑顔で走ります！

観覧応募は
こちら▼ 

START

GOAL
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