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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２階の環
境企画課に備え付け、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。持参
は同日17時まで

 1034275

森林の伐採・開発には
手続きが必要です
林政課　☎626-7541

森林の伐採・開発には事前の届け
出や許可申請が必要です。下記の
ような開発の計画がある場合は、
お問い合わせください。

 保安林以外での伐採：同課また
は産業振興課（玉山地域）☎683-
3853
保安林伐採や土石・木の根の採掘
など：盛岡広域振興局森林保全課
☎629-6615
保安林以外での開発行為（１㌶を
超えるもの）：盛岡広域振興局森林
保全課☎629-6622

 1008275

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。

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

保育園や幼稚園への送り迎えや託

スポーツ推進審議会委員
スポーツ推進課　☎603-8013

スポーツ推進計画などスポーツの
推進に関する重要事項について調
査・審議する委員を２人程度募集し
ます。任期は６月から２年間です。

 次の全てに該当する人①18歳
以上②市内に住んでいるか勤務先
がある③平日の日中に開催する年
２回程度の会議に出席できる

 市役所本庁舎７階の同課に備
え付け、または市ホームページから
ダウンロードした申込用紙に必要
事項を記入し、〠020-8530（住
所不要）市役所スポーツ推進課へ
郵送または持参。５月13日㈮必着。
持参は同日17時まで

プレミアム付き応援チケット
「モリオ☆エール」の参加事業者

盛岡商工会議所　☎624-5880
プレミアム付き応援チケット「モリ
オ☆エール」を店舗で販売する事
業者を募集中です。参加事業者に
は１店舗あたり助成金10万円を事
前に支給します。詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。

 1000店舗※市内で営業してい
る飲食店や宿泊事業者など。市外
に本社がある場合も可

 盛岡商工会議所（清水町）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参加申込書に
必要事項を記入し、〠020-8507
（住所不要）盛岡商工会議所応援
チケット係へ郵送。８月31日㈬消
印有効

 1031329

子育てサークル会員
わんぱく広場　☎080-6914-1261

季節の行事などを親子で楽しむサ
ークル「わんぱく広場」の会員を募
集します。

 開催時間：毎週水曜、10時～11
時半

 活動場所：都南こどものいえ
（津志田14）、または見前南地区
公民館（西見前13）

 １歳～就学前の子と保護者
 月500円※別途実費が必要
 電話：５月６日㈮９時から

憲法記念講演会
総務課　☎626-7513

地域防災研究センターの麥
む ぎ

倉
く ら

哲
て つ

客
員教授が、「コロナ禍と人権」と題
して講演します。

 ５月13日㈮14時～16時
 プラザおでって（中ノ橋通一）
 100人
 1039448

軽自動車税（種別割）の減免申請
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。
普通自動車の自動車税（種別割）
の減免を受ける人は、標記の減免
を受けることはできません。対象
など詳しくは、同課へお問い合わ
せください。

 申請期限：５月31日㈫まで
 1000503

保留地を売却
市街地整備課　☎639-9056

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。

 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
備課へ書留により郵送または持参。
５月20日㈮必着。持参は同日17時
まで
▶抽選会※申し込みが複数の場合

 ６月６日㈪13時半～
 都南分庁舎４階大会

議室

児童手当に所得上限を新設
子ども青少年課　☎613-8354

令和４年６月分以降の児童手当・
特例給付は、所得上限を超えると
受給資格を失います。受給資格喪
失後、所得上限を下回る場合は、改
めて認定請求が必要で
す。詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。

 1002493

お知らせ
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㈬～６月９日㈭、全８回
※土・日曜を除く７日間

 市総合福祉センター（若園町）
 30人
 2000円
 電話：５月９日㈪

９時から
 1002527

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９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
な身分証明書を販売窓口に持参

 1001842

「女性のキャリア形成支援
リカレントプログラム」受講生

岩手大ダイバーシティ推進室
☎621-6998　  equality@iwate-u.ac.jp

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
のホームページをご覧ください。

募　集

 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

　
も
り

けんに挑戦
！

令和３年度３級問題（正解は12ページに掲載）
　石川啄木が生まれた寺の名前は何ですか。
①常光寺　②宝徳寺　③東楽寺　④妙光寺

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。

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 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�

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

５/４
㈬

鈴木内科医院 八幡町２-17 623-3038
池田内科 上太田弘法清水10-３ 659-0310
ヒロバランスクリニック 松園二丁目37-10 664-6037
さいとう小児科クリニック 月が丘二丁目２-60 643-7171
横矢歯科医院 南大通二丁目４-17 626-9200
ゆいとぴあ歯科医院 本宮六丁目11-10 631-2222
八幡町薬局 八幡町３-22 604-7770
上太田薬局 上太田弘法清水１ 658-1055
マリーン薬局 松園二丁目37-８ 664-0566
よつば薬局 月が丘二丁目２-59 643-2888

５/５
㈭

鎌田内科クリニック 本宮二丁目20-１ 636-1725
久保田医院 大館町26-３ 646-9090
菊池整形外科・形成外科クリニ
ック 清水町５-22 606-5100

小林小児科クリニック 三本柳11-12-４ 638-0404

吉田歯科医院 中ノ橋通一丁目４-22�
中ノ橋106ビル３階 622-4407

西郷歯科医院 西見前14-83 638-7711
あざみ薬局本宮店 本宮二丁目20-18 631-2888
さんぺい薬局 大館町26-２ 641-0335
清水町調剤薬局 清水町５-18 654-7253
ワカバ薬局都南店 三本柳11-12-１ 637-6011
日本調剤盛岡薬局 上田一丁目４-３ 604-8080

２次救急医療
機関の受入診
療科はこちら

※５月１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

�内科　  外科・整形外科
 小児科　 �歯科　  薬局

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間納付相談
①５/12㈭
　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２階）
②玉山総合事務所税務住民課

納税課
☎613-8462

空き家・
不動産相談★

５/11㈬
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

補聴器相談★ ５/19㈭
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

★要事前申し込み

 ５月～10月の月１回、全５回
 オンラインでの開催
 20人※県内事業所で

働く女性

結婚支援ボランティア情報交換会
日本結婚支援協会　☎613-5100

お見合いに関する情報交換や同ボ
ランティア活動の見学の他、独身
者の相談にも応じます。

 ５月20日㈮・28日㈯、いずれも
10時～11時

 プラザおでって（中ノ橋通一）
 独身の子をもつ親、同ボランテ

ィア活動に興味がある人、独身者
 電話：事前連絡が必要

▶独身者の結婚相談
 随時
 電話：要予約

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14日～28日、火曜、全３回、
９時～17時と９月６日～20日、火
曜、全３回、９時～17時※初回の
みいずれも８時45分から

 各10人

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。

日 区分 名称 所在地 電話番号

５/８
㈰

吉田消化器科内科 東見前８-20-16 632-4600
水沼内科循環器クリニック 中央通二丁目11-12明治

中央通ビル１階 604-8002
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
三本柳かんのクリニック 三本柳23-10-５ 638-7070

森田小児科医院 緑が丘四丁目１-50アス
ティ緑が丘１階 662-3326

ゆうデンタルケア 夕顔瀬町１-１ 613-9871
あざみ薬局 東見前８-20-４ 639-8706
そうごう薬局中央通西店 中央通三丁目16-15 681-7101
ながい薬局 永井23-７-46 637-8688
調剤薬局アスティこうの 緑が丘四丁目１-50 662-2877

５/15
㈰

船山内科クリニック 下ノ橋町４-15 606-0812
くどう医院 前九年三丁目16-15 647-3251
とみさわ甲状腺・乳腺のクリニ
ック盛岡

大通一丁目１-16岩手教
育会館１階 681-3652

子どもは未来もりおかこどもク
リニック 上田字松屋敷11-14 656-1366

横藤歯科医院 志家町１-２和光ホーム
ビル１階 653-5577

せせらぎ薬局 下ノ橋町６-８ 603-5505
前九年薬局 前九年三丁目16-10 648-8101
こなん薬局 上田字松屋敷23-３ 664-1115

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。

■㈱エスイーシー
　柴田茂

しげる

代表取締役
50万円。子ども未来基金と公園整
備のために。
■㈱佐藤興産
　佐藤亮

りょう

厚
こ う

代表取締役
児童書48冊（10万円分）。児童の
健全育成のために。

■一般社団法人G
ジーイーエヌ

EN・J
ジェイ

　田端八
や

重
え

子
こ

代表理事
生理用品５万2218個と「よりそいホッ
トラインカード」立て197個。生理用品
の確保が困難な児童生徒のために。


