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 新型
 コロナ

  ワクチン
　

集団的接種 のお知らせ

65歳以上の人へ

　市の新型コロナワクチン接種について、医療機関での個別接種を進めてい
ます。それに加え、速やかなワクチン接種完了を目指し、集団的接種会場を
設置しました。ぜひご利用ください。　  1035726

会場
1

盛岡タカヤアリーナ
（本宮五）

■開設日時

■駐車場

■無料シャトルバス

接種日程 １回目 ２回目 時間
Ａ ７/３㈯ ７/24㈯ 14時～17時
Ｂ ７/４㈰ ７/25㈰ ９時～12時、14時～17時
Ｃ ７/10㈯ ７/31㈯ 14時～17時
Ｄ ７/11㈰ ８/１㈰ ９時～12時、14時～17時

・同アリーナ：380台

運行区間：盛岡駅西口１階岩手県交通バス待機
場※⇔同アリーナ※周辺に無料駐車場はありません
始発：盛岡駅西口１階岩手県交通バス待機場（開設時
間の30分前から10分おきに運行）

会場
２

北松園小学校体育館
（北松園二）

■開設日時

■駐車場
・北松園小：40台
・クリーンセンター（上田字小鳥沢）：100台

■無料シャトルバス
運行区間：クリーンセンター⇔北松園小
始発：クリーンセンター（開設時間の30分前から15分お
きに運行）

●●インターネット予約インターネット予約
予約はこちら☞

☎0120-220-489

盛岡市新型コロナワクチン
コールセンター

（通話料無料）

９時～18時
（土・日曜、祝日含む）

●●電話予約電話予約

24時間受付

１回目と２回目の接種をセットで予約します。１回目と２回目の接種をセットで予約します。

【対象】65歳以上の市民※昭和32年４月１日以前に生まれた人
  注意：１回目のワクチンを医療機関で接種した
　　　  場合は、集団的接種を受けられません

接種日程 １回目 ２回目 時間
Ａ ７/３㈯ ７/24㈯ 14時～17時
Ｂ ７/４㈰ ７/25㈰ ９時～12時、14時～17時

集団的接種の予約方法

岩手県
新型コロナワクチン集団接種

　県が主催する同ワクチンの集団接
種も受けることができます。接種会場
や申し込み方法など詳しくは、県のホ
ームページをご覧ください。
※市の集団的接種との併用はでき
ません。重複して予約しないよう
ご注意ください。

【対象】65歳以上の県民

県ホームページは
こちら　　　　☞

集団的接種と個別接種どちらにも対応

インターネット予約をお手伝いします
　インターネットでの予約が慣れていない、パソコンやスマートフォンを持っ
ていない人向けに、下記の会場で代行入力などをお手伝いします。コールセ
ンターへの電話がつながらないなど、電話での予約ができない人は、ぜひご
利用ください。　

【開設日時】7月23日㈮まで。土・日曜を除く９時半～12時と13時～16時               

会場 住所
松園老人福祉センター 西松園二丁目18-１
山岸老人福祉センター 下米内一丁目３-18
仁王老人福祉センター 名須川町21-１
桜城老人福祉センター 大通三丁目８-18
杜陵老人福祉センター 南大通一丁目７-５
簗川老人福祉センター 川目10地割78-１
青山老人福祉センター 青山三丁目37-７
本宮老人福祉センター 本宮四丁目38-26
つなぎ老人憩いの家 繫字舘市100-10
津志田老人福祉センター 津志田西二丁目16-90
乙部老人福祉センター 乙部28地割34-５

※自分の接種券とスマ
ートフォン（持っている
人のみ）を持参
してください

※駐車場の台数が限ら
れますので、公共交通
機関でお越しください

●●ＬＩＮＥ予約ＬＩＮＥ予約
予約はこちら☞

コールセンターへの
電話集中を回避する
ため、インターネット
かＬ

ラ イ ン

ＩＮＥでの予約
をお願いします

※希望する接種会場と日時を事前に検討してお越しください

トレッキングを通して交流をします。
 ７月30日㈮９時45分～15時45分
 八幡平山頂（八幡平市）
 集合は同包括支援センター（永井19）
 10人※認知症の人や要介護１以上

の高齢者、重度の障がいがある人な
どを介護している家族

 電話：７月３日㈯９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

■女性起業芽でる塾
起業のノウハウを学び、事業プランを
立ててみます。

 ７月31日・９月４日・18日、土曜、
全３回、10時~15時※初回のみ13時
半～15時半

 連続講座10人。初回一部公開講
座のみ追加10人※起業したい女性

 1000円※公開講座のみは無料
 ３人※生後６カ月～就学前の子。

１人800円。初回のみ１人500円
 電話・応募フォーム：７

月５日㈪10時から

盛岡劇場・河南公民館
〠020-0873 松尾町３-１

☎622-2258

■もりげきサロン七夕朗読会
七夕に関する話などを朗読します。

 ７月６日㈫13時半～14時半
■もりげき祭演劇フェスティバル
「ニューノーマル～明るい生活様式
～」を上演します。

 ７月24日㈯、15時～16時10分と
19時45分～20時55分・７月25日㈰、
14時～15時10分と18時～19時10分

 学生：1000円、一般：1500円
 応募フォーム・メール：各日の前日

22時まで。メールは
 zeminar＠gmail.com

へ送付
■しらたき×かなん×こども　つくって    
　そっちこっちおくよ！夏休み親子工作体験
知的に障がいのある人たちが通う市立
しらたき工房の職員や利用者が講師
となって、革のキーホルダーを作ります。

 ７月29日㈭13時半～15時
 ８組※小学生と保護者。小学生の

みの参加は要相談
 １組1400円※１人700円
 電話・窓口：７月４日㈰10時から

■こどもエンゲキ体験・はじめの一歩！
友達の輪を広げながら、演劇づくりの
楽しさを体験しませんか。

 ８月３日㈫～８日㈰、全６回、13時～
16時半※７日㈯と８日は10時～16時

 30人※小学３年～中学３年生
 3000円　
 電話・窓口・ファクス・メール：７月18

日㈰21時半まで。メールは  kouza-
morigeki@mfca.ｊｐへ送付

都南体育館
〠020-0835 津志田14-19-１

☎637-2219

■健康ウオーキング
見前地区内で約６㌔㍍の道を健康を
意識した歩き方で歩きます。

 ７月11日㈰９時～11時半
 15人　  200円※高校生以上
 電話・窓口：７月９日㈮16時まで
 1035598

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

■夏休みキッズカーリング教室
　①低学年コース②高学年コース
カーリングの基本の動きや用具の使
い方、ルールなどを学びます。

 ７月27日㈫・28日㈬、全２回、①14
時~15時半②15時45分～17時15分

 各８人※①小学１～３年生②小学
４～６年生。いずれも未経験、初心者
の人　  各3300円

 電話・窓口：７月８日㈭10時から
 ①1031426②1031425

外山森林公園
〠028-2711 薮川字大の平31-１

☎・ファクス 681-5132

■現地集合！炭焼きを通じて　　　
　「k

キ

im
メ

et
ツ

uの気持ち」
白炭窯

が ま

で炭を作ります。
 ７月24日㈯・25日㈰、全２回、10

時～15時半
 ６人　  2000円
 ファクス・往復はがき：７月15日㈭

必着※応募多数の場合は抽選
 1035542

■現地集合！W
ワ

aの日限定「お山食堂」
　メニューは森あそび！？
森で遊んで、夏休みの思い出をつくり

ます。
 ８月８日㈰９時半～12時半
 25組※小学生以下の子と保護者
 １人800円※３歳以下は無料
 ファクス・往復はがき：７月20日

㈫必着※応募多数の場合は抽選　
 1023520

中央公民館
〠020-0013 愛宕町14-１

☎654-5366

■中央公民館リニューアル見学会
新しくなった同公民館の館内を紹介
します。

 ８月12日㈭、10時～11時半と13時
～14時半　  各30人

 往復はがき：必要事項の他、参加
希望時間を記入して郵送。７月20日
㈫必着　  1035727

都南公民館
〠020-0834 永井24-10-１

☎637-6611
　　     kouza-kyara@mfca.jp

■それいけキャラK
キ ッ ズ

IDS探検隊　  
イワナのつかみ取りや森林探検、流
しそうめんを体験します。

 ７月28日㈬９時～15時
 都南つどいの森（湯沢１）※集合

は同公民館
 15人※小学３～６年生　  １200円
 メール・往復はがき：必要事項の

他、学校名・学年と保護者氏名を記
入し送付。７月10日㈯必着
■夜の料理教室～夏を乗り切るスタ
　ミナ時短料理～

 ７月30日㈮18時半～20時
 ６人※家族でも申し込めます
 750円
 メール・往復はがき：必要事項を

記入し送付。７月21日㈬必着※応募
多数の場合は抽選　  1035742
■親子の楽しい環境セミナー　まなん
　でつくる！古着のゆくえとリメイク講座
着られなくなった服のその後を学び、
古着でスリッパやペンケースなどを作
ります。当日の持ち物など詳しくは、
市ホームページをご覧ください。

 ７月31日㈯13時～16時半

 10組※小学４~６年生と保護者
 電話・窓口：７月10日㈯10時から
 1035743

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１

☎643-2288

■書道に挑戦！初心者書道教室
行書の基本を学び作品を書き上げます。

 ７月28日㈬・８月４日㈬、全２回、
13時半～15時半

 12人※高校生以上　
 800円
 電話：７月９日㈮10時から
 1026954

■ちびっこ広場映画会
「金のおの」や「かぐやひめ」など４
作品を上映します。

 ７月31日㈯10時半～11時40分
 20人※幼児・小学生と保護者
 電話：７月13日㈫11時から
 1026623

■親子夏休み工作教室「森の工作」
県産の木を使ってマスコットなどを
作ります。

 ７月31日㈯13時半～15時半
 10人　  100円
 電話：７月８日㈭10時から
 1034421

渋民公民館
〠028-4132 渋民字鶴塚55

☎683-2354
　    kouza-himekami@mfca.jp

■チャレンジ・ザ・ドミノたおし！
ドミノを使って楽しみます。

 ８月５日㈭10時～11時半
 20人※市内の小学生　
 メール・往復はがき：必要事項を

記入し送付。７月21日㈬必着※応募
多数の場合は抽選　  1035745
■子どもスペシャル（夏）　
県民の森キャンプ場から七滝までの
ハイキングをします。

 ８月８日㈰８時半～15時半
 県民の森周辺、森林ふれあい学習

館（八幡平市）※集合は同公民館
 20人※小学生と保護者　
 30円

 窓口・電話：７月10日㈯９時から
 1031949

松園地区公民館
〠020-0106 東松園二丁目５-３

☎661-8111

■松園いきいき教室
老婦人が思い出の絵を求めて旅をす
る中で、初恋の記憶を呼び覚ましてい
くヒューマンドラマ「ゆずり葉の頃」を

上映します。
 ７月16日㈮９時半～11時半
 50人※60歳以上　  1034970

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸１-50 

☎681-2100

●２階展示室閉室のお知らせ
７月14日㈬と15日㈭は２階展示室を
閉室します。

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-１

☎635-6600

■学芸講座「いにしえの塩づくり」
土器を使った縄文時代の塩づくりにつ
いて詳しく解説します。

 ７月25日㈰13時半～15時
 40人
 往復はがき：７月15日㈭必着
 1009440

家族介護者リフレッシュ交流会
飯岡・永井地域包括支援センター

☎656-7710


