
もりおかインフォ
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、記事の詳細を見ることができます。
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。
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　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間
納付相談

①11/９㈫・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 11/18㈭
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 11/10㈬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★

困りごとまるご
と無料相談 11/20㈯10時～16時 市総合福祉センター

（若園町）
市社会福祉協議会
☎651-1000★

★要事前申し込み　

医療費助成給付申請書の
押印が不要になりました
医療助成年金課　☎626-7528

10月から同申請書への押印が不要
となりました。これまでの申請書も
継続して使用できます。

児童虐待防止推進月間
子ども家庭総合支援センター　☎601-2414
11月は児童虐待防止推進月間です。
本年のキャッチコピーは、「189（い
ちはやく）だれかじゃなくてあなたか
ら」。虐待しそうになった、虐待して
しまったときなど、1人で悩まず同支
援センターに相談ください。また、周
りに虐待を受けているのではないか
と感じる子どもがいたら、迷わず同
支援センターか児童相談所全国共通
ダイヤル☎189（通話料無料）へ連絡
してください。

子育て支援員研修
子育てあんしん課　

☎626-7553　ファクス652-3424
      kosodateansin@city.morioka.iwate.jp
事業所内保育所や小規模保育所など
で、保育をするために必要な資格が
取得できます。

 ▶講義：12月19日・26日・来年１
月16日～30日、日曜、９時半～16時
半※30日は13時まで▶保育施設で
の実習：２月中の２日間※講義と実
習全７回に参加が必要

 都南分庁舎（津志田14）など
 25人　  2750円
 ファクス・メール：同課に備え付

け、または市ホームページに掲載して
いる申込用紙に必要事項を記入し送
付。11月17日㈬17時まで　

 1021244

もりサポ就職相談会
もりおか若者サポートステーション

☎625-8460　　mail@morisapo.jp

就職活動をしているが決まらない、働
くことに不安を感じているなどの就
職や自立に関する相談ができます。

 11月27日㈯10時～16時
 同サポートステーション（盛岡駅

前通）　
 ８組※15歳～49歳

市スキースポーツ少年団団員
市スキースポーツ少年団の吉田さん

☎624-4038

基礎スキーの団員を募集します。
 50人※小・中学生
 新規1万2000円、継続7000円
 11月13日㈯14時～14時半に、盛

岡タカヤアリーナ（本宮五）で受け付
け。会費と印鑑を持参

 1024521

プール用おむつプレゼント
ゆぴあす　☎662-1414

当日券・回数券でゆぴあすのプール
を利用する３歳未満の子どもを連れ
た保護者に、子ども1人につき１枚、プ
ール用おむつを進呈します。

 11月１日㈪～30日㈫※23日㈫を
除く　  1028681

幼稚園の入園受け付け
学務教職員課　☎639-9044

令和４年度の太田・米内・好摩の各
市立幼稚園への入園願書を11月１日
㈪から受け付けます。

 窓口：各園に備え付けの募集要項
を確認の上、入園願書と、本人と保
護者の住民票、健康診断書を入園希
望の園に提出。随時受け付けます

 ▶入園手続きに関すること：太田
幼稚園☎659-0597、米内幼稚園☎
667-2151、好摩幼稚園☎682-1300
▶その他の入園に関すること：同課 

 太田：1003190、米内：1003196、
好摩：1003209

保育施設の入園受け付け
子育てあんしん課　☎626-7511

令和４年度の保育施設の入園申込案
内を11月４日㈭から配布する他、市
ホームページにも掲載します。申込
案内に沿って各締切日までに、必要
書類を提出してください。

 配布場所：同課（神明町）、都南
総合支所税務福祉係（津志田14）、

玉山総合事務所健康福祉課（渋民字
泉田）　  1002502

初心者向けゲートキーパー研修
保健予防課　☎603-8309

ゲートキーパーとして、悩んでいる人
に寄り添い、支えるための方法や心
構えを学びます。

 11月19日㈮10時~11時半
 市保健所（神明町） 
 30人
 11月４日㈭９時から
 1036471

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

12月１日㈬から来年５月31日㈫まで
利用できる同パスを販売します。

 販売日時：11月８日㈪以降の10
時～15時※土・日曜と祝日、年末年
始、各施設の休業日を除く

 販売場所：プラザおでって１階交
流プラザ内バス乗車券売り場（中ノ
橋通一）、盛岡駅前バス案内所など 

 市内在住で購入時に70歳以上の人
 1000円※遠距離の人は2000円
 運転免許証などの身分証明書と

本人写真（縦３㌢×横2.4㌢）を持参
 1030742

盛岡広域都市計画道路の
変更案の縦覧

交通政策課　☎613-8538
同変更案を縦覧します。意見のある
人は、意見書を提出できます。

 11月16日㈫～30日㈫、９時～17
時※土・日曜、祝日を除く

 ▶県決定：県都市計画課（県庁７
階）、盛岡広域振興局土木部（合同
庁舎５階）▶市・県決定：交通政策課
（本庁舎本館７階）、都市計画課（都
南分庁舎本館２階）

 任意の用紙に住所と氏名、電話番
号、意見を記入し、県決定は〠020-
8570（住所不要）県庁都市計画課
へ、市・県決定は〠020-8530（住所
不要）市役所交通政策課へ郵送また
は持参。郵送は11月30日㈫消印有
効。持参は同日17時まで

 1037332

お知らせ

診療時間外に具合が悪くなったら

病院名 電話番号
市立病院（本宮五） 635-0101
栃内病院（肴町） 623-1316
遠山病院（下ノ橋町） 651-2111
盛岡つなぎ温泉病院（繫字尾入野） 689-2101
盛岡友愛病院（永井12） 638-2222
川久保病院（津志田26） 635-1305
国立病院機構盛岡医療センター（青山一）647-2195
八角病院（好摩字夏間木） 682-0201
▼重症患者を優先して受け入れ
岩手医科大学附属病院（矢巾町） 613-7111
岩手県立中央病院（上田一） 653-1151
盛岡赤十字病院（三本柳６） 637-3111

■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。

も
り

けんに挑戦
！も

り

け 挑戦挑

 電話・メール：11月４日㈭10時から

木を切る際は安全対策の徹底を
林政課　☎626-7541

林業作業の中でも、伐木は死亡事故
につながりかねない特に危険な作業
です。伐木現場では、次のことに注
意し、安全対策を徹底してください。
①作業前には、つるやかかり木など
の状況を確認する②危険が予想され
る場合は、熟練者の指示に従う

家庭用ホームタンクからの
灯油漏れに注意

盛岡消防本部　☎626-7406
灯油の漏えいは火災につながる恐れが
あります。タンク本体や配管の腐食に
よる漏れがないか点検をしましょう。ま
た、家庭用ポリタンクに小分けする際
は、その場を離れないようにしましょう。

脳卒中予防動画を配信
県診療放射線技師会　☎698-2155

岩手医科大脳神経内科の板橋亮
りょう

教授
による、脳卒中が発症する前の症状
や予防についての講演を配信します。

 配信期間：11月１日㈪
～20日㈯

幸せのお手伝いしませんか
日本結婚支援協会　☎613-5100

結婚支援ボランティアを募集してい
ます。当日は、見合いに関する情報
交換や結婚の相談などをします。

 ①11月５日㈮②20日㈯、10時～11時
 ①プラザおでって（中ノ橋通一）

②市勤労福祉会館（紺屋町）
 独身の子の結婚を望む親と同ボ

ランティアに興味のある人
 電話：開催日の前日まで

国税情報を発信しています
盛岡税務署　☎622-6141

国税庁では、11月11日㈭から17日㈬
までを「税を考える週間」とし、正し
い税の知識や年末調整・所得税など
の納期についてお知らせしています。
詳しくは、国税庁ホームペ
ージをご覧ください。

令和元年度３級問題（正解は14ページに掲載）
　盛岡駅の駅舎正面の壁面にある「もりおか」の文字は、誰の筆跡を集
めて作られたものですか。
①石川啄木　②宮澤賢治　③原敬　④新渡戸稲造

 日時　  場所　  対象、定員
 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

最低賃金を改定
岩手労働局労働基準部賃金室

　☎604-3008

岩手県内の最低賃金が、10月２日か
ら時間額821円になりました。パート
労働者やアルバイトなどを含む全て
の労働者に適用されます。

寄付をいただきました

■㈲ケイアイファウム
　渡邊和

か ず

宏
ひ ろ

代表取締役
液晶モニタ３台と書画カメラ２台、タ

ッチペン43本など。小学校での情報
教育のために。

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～ 内科・外科★土・日曜、祝日 ８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
★内科または外科医師のみの場合がありますので、来院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

休日救急当番医・薬局
※往診はできません

日 区分 名称 所在地 電話番号

11/７
㈰

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
けやき整形外科クリニック 上田一丁目１-35 656-1677
みうら小児科 中野一丁目16-10 622-9591
橋浦歯科診療所 西松園一丁目３-８ 662-8151
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
リープ薬局 上田一丁目１-35 601-3030
なかのユニオン薬局 中野一丁目21-１ 652-6587

11/14
㈰

佐藤内科クリニック 大通三丁目１-24 第三菱和ビル４階 626-1115
池田内科 上太田弘法清水10-３ 659-0310
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
くわた脳神経外科クリニック 北飯岡一丁目２-68 656-5636
西島こどもクリニック 上田一丁目19-11 651-1369
はし歯科こども歯科 みたけ二丁目21-38 648-0035
大通よつば薬局 大通二丁目７-20 681-4091
上太田薬局 上太田弘法清水1 658-1055
本宮センター薬局 北飯岡一丁目２-71 656-5867
あおば薬局桜小路店 上田一丁目20-1 656-1250

※11月３日㈬分の休日救急当番医・薬局は10月15日号に掲載しました

　  内科　  外科・整形外科
　  小児科　  歯科　  薬局「シネマんぷくチケット」「シネマんぷくチケット」を販売！ 

映画の街盛岡プレミアム付き飲食・映画鑑賞セット券 

　購入した映画館で使用できる映画鑑賞券と、市内
の約70店舗の飲食店で使用できる1500円分の共通
飲食券がセットになったお得なチケットを販売します。

 販売期間：11月１日㈪～12月19日㈰※完売した時点で終了
　 使用期間：映画鑑賞券11月20日㈯～12月19日㈰
                 共通飲食券11月20日㈯～来年２月19日㈯

 １セット2000円

募　集

 「映画の街盛岡」
推進事業実行委員会
事務局☎613-8389

市医師会ホームペ
ージはこちら▶

Lucky ２ Days Lucky ２ Days も開催！ 
　対象の映画館で「広報もりおか11月１日号」か「映画の街
盛岡」ホームページ内の「L

ラ ッ キ ー

ucky２
ツ ー デ イ ズ

Days」キャンペーン画像
のいずれかを窓口で提示すると、上映中の映画がワンコイン
（500円）で鑑賞できます。上映時間など詳しくは、各映画
館へお問い合わせください。　  11月13日㈯・14日㈰　

見本見本

詳
し
く
は

こ
ち
ら

表　対象となる映画館など
対象映画館 同セット券販売 Lucky２Days 問い合わせ

ルミエール１・２（菜園二） 150セット ― 625-7117
ピカデリー（中央通一） 各日50人 653-2420
中央映画劇場（大通一） 150セット 各日50人 624-2879
フォーラム盛岡（大通二） 150セット ― 622-4770アートフォーラム（大通二） ― 各日55人
※Lucky２Daysの定員は劇場窓口での先着順です。作品ごとの定員では
　ありません

■新型コロナウイルス関連
もりおか企業ワイドサポート給付金の
申請受付
４月から12月のうち、いずれか１カ月
の売り上げが30㌫以上減少している
中小企業者・個人事業主へ、売上金
の減少額に応じて給付金を支給しま
す。対象や申請方法など詳しくは、お
問い合わせください。

 来年１月31日㈪まで　  1036857


