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ファクス・メール：上記①～⑥と⑦ファクス番号（ファクスの場合のみ）を記入し、ファ
　　　　　　　　　クスまたはメールで申し込み。申込開始日時から先着順に受け付け

※申し込み方法（定員があって特に記載がないものは、当日先着順に受け付け）
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info@city.morioka.iwate.jp
（　　　　　    ）　市が主催するイベントや会議などは新型コロナ

ウイルス感染防止対策を徹底して開催しますが、
感染拡大の状況などにより中止や延期となる場合
があります。詳しくは、市ホームページをご覧になる
か、担当課または施設へお問い合わせください。

目次

市ホームページのトップページに
ある検索窓に、  広報ＩＤ（７桁
の数字）を入力すると、記事の
詳細を見ることができます。

QRコード®※を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。
※㈱デンソーウェーブの登録商標

（　　　  　 　　　　　　　　  ）

　現在の新規感染者数は、昨年夏のピークよりも多
い状況が続いています。今一度、基本的な感染対策
と日頃の体調管理を徹底し、感染リスクを減らすよ
うご協力をお願いします。

５５ 月月1 51 5 日 号日 号
発行部数／ 14 万 4400 部

市内全世帯に配布しています

No.1577
お知らせ版

2 0 2 2 年
［ 令 和 ４ 年 ］

新型コロナウイルス感染症に関する、不当な差別と偏見をなくしましょう

基本的な感染対策基本的な感染対策

　新型コロナワクチンの３回目接種は、時
期が来たら早めに受けましょう。新型コロ
ナウイルスに感染すると、基礎疾患のない
人や若年者でも重症化する場合や、後遺症
が残る場合もあります。重症化リスクの高
い高齢者はもとより、若年者も自らの健康
を守るために、接種を受けることをお勧め
します。

URL： https://vc.liny.jp/032018

▶                  Ｌ
ラ イ ン

ＩＮＥ予約（24時間受付）推 奨

▶                  インターネット予約
　　　　　　　　　　　　 （24時間受付）

推 奨

２次元コードから市公式アカウント
に「友だち」申請して予約画面へ

▶コールセンターでの電話予約

☎0120-220-489（通話料無料）
※９時～18時（土・日曜、祝日を含む）

　オミクロン株の感染予防にも、基本的な
感染対策は有効です。不織布マスクの正し
い着用や手洗い・手指消毒、換気などの徹
底を継続しましょう。また、三つの密（密
集・密閉・密接）が重なるところは最も感
染リスクが高いですが、オミクロン株は特
に感染が広がりやすいため、いずれの密も
避けることが重要です。
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新型コロナウイルス感染症発生状況
（令和３年４月１日～令和４年３月31日盛岡市月別公表分）

新型コロナウイルス感染症の「今」
※４月28日時点の情報です

　発熱や喉の痛みなど、少しでも体調が悪い場合は、外出を
自粛し、かかりつけ医や受診・相談センターに電話相談の
上、必ず早めに医療機関を受診しましょう。

　「オミクロン株」は、国立感染症研究所において令和３年11
月28日付けで「懸念される変異株※１」に指定されました。国内
外で猛威を振るうオミクロン株の特徴をお知らせします。

オミクロン株の脅威

感染性・伝
でん

播
ぱ

性が高い

BA.２系統

　オミクロン株はデルタ株に比べ、世代時間※２が約２日（デルタ株
は約５日）と短く、感染から発症までの潜伏期間も短縮したため、
感染拡大の速度が非常に速いことが確認されています。

　国内で流行しているオミクロン株はBA.1系統が主流でした
が、現在はBA.２系統への置き換わりが進んできています。
BA.２系統はBA.１系統と比較すると、実効再生産数※３は26㌫
高く、世代時間は15㌫短いことから、感染性がより高いことが
分かっています。
※１　 感染性・伝播性およびワクチン効果などの変化が明らかになった

変異株
※２　 ある患者が感染してから二次感染を起こすまでの時間
※３　１人の感染者が感染させている二次感染者の数
 参考：国立感染症研究所ホームページ

◆ 換気が不十分な更衣室で、マスクなしに近距離で会話を
する場面

◆ 常時マスクを着用することが難しく、食事や入浴の介助
などで密着することが多い場面

◆ 食事の際にパーティションはあるが、自由に座
り、密になってしまう場面

学校、幼稚園、保育園
などで集団感染が発生
し、感染が拡大！

ワクチン接種の予約はこちら

その１

その２

（人）

今、このような場面で感染が広がっています！

新型コロナワクチン接種新型コロナワクチン接種

変異株が流行している今、大切なこと
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マークの見方と詳しい申し込み方法は、
表紙をご覧ください。

健康ひろば

　自宅で気軽に取り組める簡単
な介護予防体操を紹介します。
元気な体作りのために体を動か
しましょう。

 長寿社会課☎613-8144

何歳からでも体は変えられます！

かんたん体操を紹介！

今月の体操シリーズ vol.６

首こりを感じたら

① 仰向けに寝て、首の下にタ
オルを入れ、足をそろえて
膝を立てる

② そのまま、頭を横に振るよ
うに、左右に小さく動かす

③ 次に、頭を縦にうなずくよ
うに、上下に小さく動かす

「首のくるくるとんとん体操」
体操の仕方

表１　マッサージ等指導教室の日程など
期日 時間 会場（所在地） 定員
６/９㈭ 13時半～15時半 松園老人福祉センター（西松園二） 20人
６/15㈬ 13時半～15時半 青山地区活動センター（青山三） 15人
６/20㈪ 10時～12時 津志田老人福祉センター（津志田西二） 各30人６/21㈫ 13時半～15時半 加賀野老人福祉センター（加賀野四）
６/24㈮ 10時～12時 太田老人福祉センター（上太田細工） 20人

表３　元気はなまる筋力アップ教室の日程など
期日 時間 会場（所在地） 定員 申し込み

６/２・７/７・
８/４・９/１・
10/６、木曜

10時～
11時半

中野地区活動センター
（東安庭字小森） 17人

県予防医学協会
☎638-4886
平日９時～17時

６/６・７/４・
８/１・９/５・
10/３、月曜

本宮老人福祉センター
（本宮四） 18人

６/７・７/５・
８/２・９/６・
10/４、火曜

仙北地区活動センター
（仙北二） 25人

６/20・７/25・
８/15・９/26・
10/17、月曜

地域福祉センター
（手代森14） 15人

６/８・７/13・
８/10・９/14・
10/12、水曜

10時～
11時半

緑が丘老人福祉センター
（緑が丘三） 15人 NPO法人まつぞのスポ

ーツクラブ
☎663-9280
平日10時～16時

６/22・７/27・
８/24・９/28・
10/26、水曜

13時半
～15時

山岸老人福祉センター
（下米内一） 15人

６/９・７/14・
８/18・９/８・
10/13、木曜

13時半
～15時

土淵地区活動センター
（前潟四） 20人 セントラルフィットネ

スクラブ盛岡
☎653-9011
平日11時～17時
※水曜は15時半～17時

６/27・７/25・
８/22・９/26・
10/24、月曜

10時～
11時半

桜城老人福祉センター
（大通三） 18人

６/13・７/11・
８/８・９/12・
10/17、月曜 10時～

11時半

仁王老人福祉センター
（名須川町） 18人 NPO法人いーはとーぶ

スポーツクラブ
☎622-1110
平日10時～16時

６/21・７/19・
８/16・９/20・
10/18、火曜

加賀野老人福祉センター
（加賀野四） 20人

効果
・首が動かしやすくなる
・首や肩のこりが改善する

詳しい体操の仕方はこちら。
ＤＶＤも貸し出しますので、
お問い合わせください

　子宮頸
けい

がん予防ワクチンは、平成25年から積極的な勧奨が控えられて
いましたが、ワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが
確認されたことから、令和３年11月から積極的な勧奨が再開されています。

　同ワクチンの接種を逃した人は、特例として接種できます。対象
の人には、６月ころに予診票（接種券）を送ります。

  指導予防課☎603-8307　  1002167

 令和７年３月31日㈪まで
 指定医療機関
 平成９年４月２日～平成18年４月１日生まれで、過去に同ワクチ

ンの接種を合計３回終えていない女性

 子宮頸がん予防ワクチンの接種を逃した人へ

ワクチン一口メモ
実施日 名称 所在地 電話番号
６/５㈰ コスモ整骨院 緑が丘四丁目１-50アスティ緑が丘205号 681-3328
６/12㈰ 小笠原整骨院 好摩字上山13-20 682-0106
６/19㈰ 盛岡医療福祉専門学校附属整骨院 中央通三丁目３-26 629-2147
６/26㈰ みかわ接骨院 西仙北一丁目31-34フラットキュー１階A 681-2577

接骨院の休日当番
  受付時間：10 時～ 16 時

※当番院が変更になることがあるので、事前
に電話で確認してから利用してください

診療時間外に具合が悪くなったら

■  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

■症状が比較的軽い場合は、「初期救急医療機関」へ

※５月15日㈰の休日救急当番医・薬局は５月１日号に掲載しました

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

５/22
㈰

小坂内科消化器科クリニック 永井19-258-１ 605-6050
ちばクリニック 中央通三丁目１-10 605-8300
秋浜内科クリニック 渋民字駅103 683-2333
たにむらクリニック 本宮字小板小瀬13-2 601-2990
西島こどもクリニック 上田一丁目19-11 651-1369
盛岡となん歯科・こども矯正歯科 三本柳７-13-８ 638-8680
永井中央薬局 永井19-253-１ 605-7050
たんぽぽ薬局桜城店 中央通三丁目14-4-101 626-1121
たくぼく薬局 渋民字駅104 669-5800
クローバー薬局 本宮小板小瀬13-３ 656-2011
あおば薬局桜小路店 上田一丁目20-１ 656-1250

５/29
㈰

おおどおり鎌田内科クリニック 大通二丁目７-23 606-5161
大屋内科胃腸科クリニック 西青山一丁目16-43 647-3255
栃内病院 肴町２-28 623-1316
みうら小児科 中野一丁目16-10 622-9591
かど歯科クリニック 門一丁目19-17 604-2260
大通よつば薬局 大通二丁目７-20 681-4091
西青山薬局 西青山二丁目４-17 601-4141
中津川薬局 肴町８-５ 604-2300
なかのユニオン薬局 中野一丁目21-１ 652-6587

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�

�内科　  外科・整形外科
 小児科　 �歯科　  薬局

第２期予防接種を受けましょう
指導予防課　☎ 603-8307

乳幼児期に受けた予防接種の追加
接種をします。
■麻しん・風しん

 期間：来年３月31日㈮まで
 指定医療機関※赤ちゃん手帳

につづるなどして配布済みの予診
票（接種券）を持参

 平成28年４月２日～平成29年
４月１日生まれの子　  1002156
■①日本脳炎②ジフテリア・破傷風

 期間：13歳の誕生日前日まで
 指定医療機関
 ①小学４年生②小学６年生※

学校を通じて予診票（接種券）を
配布　  1002158

健康づくり！マッサージ等指導教室
長寿社会課　☎ 603-8003

60歳以上の人を対象に、マッサー
ジ師から軽体操とツボ押し方法の
指導を受けられます。タオルと飲
み物持参。当日は検温とマスクの
着用をお願いします。

  表１のとおり　
 電話：５月18日㈬10時から
 1003805

調子がいいが当たり前な体へ！
「ゆるフィット運動クラス」

健康増進課　☎ 603-8305
簡単で小さな動きの運動で、筋肉

やリンパの流れ、骨の配列を整え、
不調を改善して代謝アップを目指
します。

 ６月９日・16日・23日・７月７
日・14日・21日、木曜、全６回、13
時15分～15時

 青山地区活動センター（青山三）
 15人
 電話・応募フォーム：５月25日

㈬10時から　  1022896

座ったままの健康体操体験会
　市立武道館　☎ 654-6801

椅子に座ったまま上肢・体幹・下
肢・脳トレ運動をして、スムーズに日
常動作ができることを目指します。

 ６月10日㈮11時～12時
 市立武道館（住吉町）
 10人※60歳以上　
 110円
 電話：５月18日㈬10時から
 1039667

つどいの森で健康づくり
都南老人福祉センター　☎ 638-1122
おおむね60歳以上の人を対象に、

表２の健康教室を開催します。
 都南老人福祉センター（湯沢一）
 電話：５月18日㈬10時から

元気はなまる筋力アップ教室
長寿社会課　☎ 613-8144

介護予防のための筋力アップ体操
など。事前申し込みが必要です。

   表３のとおり※65歳以上
 電話：５月19日㈭から
 1032759

介護予防太極拳教室
　長寿社会課　☎ 603-8003

初心者を対象とした介護予防のた
めの健康体操をします。上履きと
タオル、飲み物持参。

 ６月10日～11月11日、金曜、全
19回、13時半～15時

表２　健康教室の日程など
期日 時間 教室名 定員 費用
６/２
㈭

10時半
～

11時半

リフレッシ
ュ体操教室 10人

500円
※

６/３
㈮

フォークダ
ンス教室 16人 無料

６/９
㈭

かんたんコ
ロコロつど
りん教室

各
10人

各
500円
※

６/16
㈭

やさしいエ
アロビクス

６/24
㈮

ピラティス
体操教室

※初めての人は無料

 北厨川老人福祉センター（厨川一）
 30人※60歳以上
 電話：５月19日㈭10時から
 1039057

おたっしゃ健康塾
さんさコース

健康保険課　☎ 626-7527
生活習慣病予防のために、椅子に
座ったまま取り組めるレインボー
健康体操をします。

 ６月14日～28日、火曜、全３
回、10時～11時

 仙北地区活動センター（仙北二）
 10人※74歳以下の市国民健康

保険加入者
 電話：５月19日㈭９時半から

過去の教室の様子

過去の教室の様子

過去の教室の様子

「見えない」害にも気を付けて

　たばこを吸わない人が、他人のたばこの煙を吸い込んでしまう受動
喫煙。あなたの受動喫煙対策は正しいか、今一度、確認してみませんか。

  健康増進課☎603-830６

　喫煙者の服や髪、家のカーテンやソファから、たばこのにおいが
すると感じたことはありませんか？　それは付着したたばこの煙の
成分で、空気中の物質と反応して発がん性物質などに変化し、空気
中に浮遊します。この残留した煙を吸い込むことを「サードハンドス
モーク（三次喫煙）」といいます。その影響は、受動喫煙よりも体へ
の害が大きい、という報告もあります。

もりおか健康21プランシリーズ

■ 間違えやすい「受動喫煙防止対策」
× 換気扇の下で吸う。空気清浄機を使う
　換気扇や空気清浄機を利用していても料理の香りが室内に漂う
ように、換気扇や空気清浄機では、たばこの有害物質は除去しきれ
ません。

　世界禁煙デーはWHO（世界保健機関）が制定しました。た
ばこのない社会の実現を目指して、世界中で禁煙や、たばこ
と健康に関するキャンペーンが開催されます。受動喫煙やサ
ードハンドスモークのリスクを防ぐために最も有効な方法は
「禁煙」です。この日を機会に、家族や周囲の人の健康を考
え、ぜひ禁煙にチャレンジしてみませんか？

■５月31日は「世界禁煙デー」

× 加熱式たばこを吸う
　加熱式たばこにも、ニコチンなどの発がん性物質が含まれています。

■ 「たばこの臭いがする」そう思った時は要注意！

あなたの受動喫煙対策は大丈夫？
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マークの見方と詳しい申し込み方法は、
表紙をご覧ください。

イベント情報

もりおか女性センター
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10

☎604-3303

■ 「LGBTQ+
プラス

」アライの輪を広げよう！
映画「カランコエの花」上映と読書
会、講演会「セクシュアル・マイノリ
ティの抵抗の歴史」を通して、理解
と支援のネットワークを広げます。

 ６月12日㈰・26日㈰・７月２日
㈯、全３回、13時半～15時半※７月
２日㈯の講演会のみの参加も可能

 参加者に個別に連絡します
 10人※講演会のみ50人
 各３人※６カ月～就学前の子。

１回500円
 応募フォーム：５月18

日㈬12時から
 1037931

■ 男女共同参画週間　もりおか展
①お茶の水女子大の申

し ん

琪
き

榮
よ ん

教授
による講演会「『私のV

ボ イ ス

oiceから
私のL

ラ イ フ

ifeへ』～なぜ女性の政治参
画が必要なのか～」を開催します
※後日オンライン配信有り②男女
共同参画に関するパネルの展示や
DVDを上映します。

 ①６月18日㈯13時半～15時半
※オンライン配信は６月28日㈫12
時～７月12日㈫②６月17日㈮～６
月23日㈭9時～21時半※土・日曜
は17時、23日は15時まで

 ①会場・オンライン各50人
 ①３人※６カ月～就学前の子。

１回500円
 ①電話・応募フォーム：

５月18日㈬10時から
 1001889

市民文化ホール
〠020-0045 盛岡駅西通二丁目９-１

☎621-5100

■  川口成彦
　フォルテピアノ・リサイタル
盛岡市出身のピアニスト川口成

な る

彦
ひ こ

が、ベートーベンが活躍していた頃
の楽器を演奏、その時代に思いを
はせます。

 ７月19日㈫19時～21時
 全席指定。S席4000円、A席

3000円、U-25チケット1500円
 同ホールの他、市内プレイガイ

ドで発売中　
 1035012

キャラホール・都南公民館
〠020-0834 永井24-10-１

☎637-6611

■ マイ・フェイヴァリット・ジャズ　
ス ペシャルライヴ

誰でも大歓迎のスペシャルジャズ
ライブを開催します。

 ６月８日㈬19時～20時半
 500人
 500円
 同ホールの他、市民文化ホール

（盛岡駅西通二）、盛岡劇場（松尾
町）、姫神ホール（渋民字鶴塚）で
発売。５月20日㈮９時から

 1034521

総合プール
〠020-0866 本宮五丁目３-１

☎634-0450

■水球教室
 ５月19日～31日、火・木・金曜

は18時半～20時半、土曜は16時
半～18時半、日曜は14時～16時

 小学生～高校生
 ４回コース3300円
 窓口・電話：随時受け付け
 1037747

■夏季フィットネス教室
 ７月１日㈮～８月３日㈬※開催

時間は各教室により異なります。
詳しくは、同プールのホームページ
をご覧になるか、お問い合わせく
ださい

 窓口：５月19日㈭10時から
 1039643

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

■放課後カーリングクラブ
カーリングを楽しみながら基礎を
学びます。

 ６月１日～10月26日、第１・３水
曜、17時～18時

 ４人※小学１～３年生
 月2000円
 窓口・電話：随時受け付け
 1039490

■平日初心者カーリング教室
 ６月９日～６月23日、木曜、全３

回、13時～14時半

 ６人※18～70歳
 5000円
 電話：５月20日㈮10時から
 1036122

市立武道館
〠020-0882 住吉町３-12

☎654-6801

■Z
ズ ン バ

UMBA（ダンスフィットネス）
ラテン系リズムの音楽に合わせ
て、初めてでも楽しめるダンスエク
ササイズ。

 ６月７日・14日・28日、火曜、全
３回、11時半～12時半

 15人
 2310円
 電話：５月18日㈬10時から
 1039666

盛岡体育館
〠020-0066 上田三丁目17-60

☎652-8855

■すわってエクササイズ教室
椅子に座ってできるストレッチとエ
アロビクス。

 ６月10日㈮14時10分～15時10分
 20人
 550円
 電話：５月18日㈬10時から
 1025160

もりおか町家物語館
〠020-0827 鉈屋町10-８

☎654-2911

■浜藤古本市
今回は「子どもに読ませたい本」を
テーマに開催。５月22日㈰の午後
には、絵本の読み聞かせも予定し
ています。

 ５月21日㈯・22日㈰、10時半
～16時　  1023430

都南老人福祉センター
〠020-0842 湯沢１-１-39

　　　　　☎638-1122

■初心者陶芸教室
 ６月9日・23日・７月14日・28

日・８月４日・25日、木曜、全６回、
10時～12時

 ６人※60歳以上の初心者
 2000円

 電話：５月18日㈬10時から

サンライフ盛岡
〠020-0861 仙北二丁目４-12

☎635-9600

■ ブルーホワイトのプリザーブドフ
ラワーアレンジ

白い陶器の花器にブルーとホワイ
トを基調としたプリザーブドフラワ
ーをアレンジします。

 ６月４日㈯10時～11時45分
 ６人
 3400円
 電話：５月21日㈯10時から

■ もっと釣りを楽しもう！
　～ランディングネットづくり～
釣った魚を取り込むランディング
ネットを作ります。

 ６月11日㈯・25日㈯、全２回、
10時～11時45分

 6人
 2000円　
 電話：５月18日㈬10時から

■ ピラティス d
デ

e 整える
　～おなか周り編～
胸式呼吸とゆるやかな動きで、お
なか周りを整えるピラティスを体
験します。

 ６月29日㈬10時～11時半
 10人　  800円
 電話：５月25日㈬10時から

都南つどいの森
〠020-0842 湯沢１-88

☎638-2270

 電話：５月18日㈬９時から
■ 木製・ケンタッキー・25ステックチ

ェアー作り教室
角材を使い、キャンプなどで使え
る折り畳み椅子を作ります。

 ５月26日㈭～28日㈯、９時半～
15時

 各４人※中学生以上
 各4000円
 1033824

■ 森を遊び楽しむワークショップ・新
緑香る樹 と々志波三山を愛でる旅

３㌔にわたる豊かな自然の中、樹
木と地形を観察します。

 ５月28日㈯10時～12時半

 30人※小学生以上　  1039742

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！初夏の自然観察会
森林インストラクターと自然観察
会を楽しみます。

 ６月９日㈭10時半～14時半
 20人　  2000円　
 往復はがき：５月30日㈪必着
 1031503

中央公民館
〠020-0013 愛宕町14-１

☎654-5366　ファクス653-3505

■はじめての絵画教室
絵を描く経験の少ない人に描くた
めのコツや楽しさを教えます。

 ６月25日・７月２日・16日・23日
８月６日、土曜、全５回、13時15分
～15時15分

 16人※中学生以上　  1500円
 往復はがき・ファク

ス・応募フォーム：６月15
日㈬必着

西部公民館
〠020-0134 南青山町６-１

☎643-2288

■ 自然環境講座
　～安比高原ブナ二次林～
環境アドバイザーとブナ二次林を
散策して、自然の仕組みを学びます。

 ６月３日㈮９時～15時半
 13人　  30円
 往復はがき：５月24日㈫必着
 1025281

■ 土日で学ぶ！ワード基礎から応
用編
 ６月11日㈯・12日㈰、全2回、

10時～16時
 10人　  4298円
 電話：５月26日㈭10時から
 1035285

■表
おもて

千
せ ん

家
け

茶道　初心者講座
点

て

前
ま え

体験を通じて、日本の伝統文
化への理解を深めます。

 ６月16日・23日・30日・７月14
日、木曜、全４回、13時半～16時

 10人　  1300円
 電話：５月27日㈮10時から
 1037779

■知っててよかった介護教室
介護の心構えや知識、実践の仕方
などを学びます。

 ６月16日～30日、木曜、全３

回、10時～12時
 10人
 電話：６月１日㈬10時から
 1026954

好摩地区公民館
〠028-4125 好摩字野中69-48

☎682-0055

■ゴンドラで行く森吉山トレッキング
花の百名山・森

も り

吉
よ し

山
ざ ん

（北秋田市）
のトレッキングと山頂からのパノラ
マを楽しみます。

 ６月23日㈭７時～18時　
 10人※18歳以上　
 900円程度
 往復はがき：５月31日㈫必着
 1039732

もりおか歴史文化館
〠020-0023 内丸１-50

☎681-2100

■ テーマ展「罪と罰Ⅲ～酒は飲ん
でも飲まれるな～」

盛岡藩の記録に残る酒にまつわる
事件を中心に紹介します。

 ５月18日㈬～８月15日㈪
 入館料が必要
 1024201

■ れきぶん講座「踊れ、喜べ！～天
和３年の饗

きょう

宴
え ん

～」
青山学院大の千葉一

い ち

大
だ い

講師が４代
盛岡藩主南部重信に関する記録か
ら能楽を中心に紹介します。

 ６月26日㈰13時半～15時半　
 会場25人、オンライン参加30人
 往復はがき・応募フォ

ーム：５月30日㈪必着
 1035475

石川啄木記念館
〠028-4132 渋民字渋民９

☎683-2315

■企画展　啄木と修学旅行
啄木が修学旅行時の体験を表現し
た作品や当時の写真を紹介します。

 ５月17日㈫～９月11日㈰、9時
~17時

 入館料が必要
 1028443

▶ギャラリートーク
企画展の見どころを紹介します。

 ①５月29日②６月19日③７月31
日④８月28日、日曜、14時～14時半

 各10人
 電話：①５月13日②６月3日③

７月15日④８月12日、金曜、10時
から　  1028443
▶講演会
啄木が盛岡中学時代に参加した修
学旅行について紹介します。

 ７月10日㈰13時半～15時半
 渋民公民館（渋民字鶴塚）
 15人
 電話：６月７日㈫10時から
 1028444

盛岡てがみ館
〠020-0871 中ノ橋通一丁目１-10

☎604-3302

■ 大人向けワークショップ
　「消しゴムはんこをつくろう」
昭和の「モノ、コト」を消しゴムは
んこで作ります。

 ６月４日㈯13時半～15時半
 10人※18歳以上
 1000円
 電話：５月21日㈯10時から
 1028926

遺跡の学び館
〠020-0866 本宮字荒屋13-１

☎635-6600

■ 盛岡市・都南村合併30周年記念
事業テーマ展「都南の遺跡」

30周年を記念して、都南地区の特
徴的な歴史や文化を紹介します。

 ６月４日㈯～９月19日㈪、９時
～17時

 入館料が必要
 1009438

子ども科学館
〠020-0866 本宮蛇屋敷13-１

☎634-1171

■ ワークショップ
　「プラコップキーホルダー」
プラスチックコップを使ってオリジ
ナルキーホルダーを作ります。

 ６月４日～26日、土・日曜、14時
半～16時

 各24人
 展示室の入館料が必要
 1038953

■ナイトミュージアム「星を見る会」
星座探しと、天体望遠鏡を使用した
天体観測をします。※悪天候時は中止

 ６月４日㈯20時～21時
 30人※中学生以下は保護者同伴
 電話：5月18日㈬９時から
 1032317

■ ホリデーサイエンス「さわって生
まれる摩

ま

擦
さ つ

のチカラ」
摩擦力の実験と体験を楽しみます。

 ６月４日～26日、土・日曜、①
10時10分～10時25分②11時～
１１時15分

 各５組※１組３人まで
 当日の9時から整理券を配布
 1036834

■太陽を見る会
太陽投影板と遮光プレートを使って
太陽の観察をします。※悪天候時は
中止。混雑時は人数を制限します

 ６月18日㈯・19日㈰、全2回、
13時～15時

 展示室の入館料が必要
 1025526

環境学習講座
環境企画課　☎626-3754

■もりおか歴史自然めぐり
先人ゆかりの盛岡八幡宮から下町か
いわい、湧水や盛岡町家を巡ります。

 ６月８日㈬９時半～12時
 盛岡八幡宮（八幡町）
 20人　  28円
 はがき・応募フォー

ム：６月１日㈬12時必着
■ 2030SDGsカードゲームでもりお

かの未来を描こう！
ゲームの体験と振り返りを通して
S
エスディージーズ

DGsの必要性を知り、地域の未
来を考えます。

 ６月22日㈬15時半～17時50分
 都南図書館（永井24）
 20人　  28円
 はがき・応募フォー

ム：６月15日㈬12時必着

e
エ コ

coキッズ「エコアス広場で生
き物みっけ！」

環境企画課　☎626-3754
岩手虫の会の伊達功

いさお

さんと昆虫観
察をします。

 ６月19日㈰９時～11時
 エコアス広場（上田字上堤頭）
 15組※小学生以上の子と保護者
 28円
 はがき・応募フォー

ム：６月１日㈬12時必着

ケンタッキー・25
ステックチェアー

盛岡藩の史料「刑罪」

「下
しも

永
なが

林
ばやし

遺
い

跡
せき

出土の蕨
わらび

手
て

刀
とう

」
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もりおかインフォ
■市の推計人口（４月１日現在）
28万6491人（男：13万5208人、女：15万1283人） 【対前月比】702人減
【世帯数】13万6409世帯　  企画調整課☎613-8397　  1019915

マークの見方と詳しい申し込み方法は、
表紙をご覧ください

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ
休日納付

相談
５/22㈰
９時～16時

納税課（市役所本庁舎
２階）

納税課
☎613-8463

市民無料
法律相談★

５/16・30、月曜
10時～15時 広聴広報課（市役所本

庁舎６階）

広聴広報課の予約
専用ダイヤル
☎626-7557

無料法律
相談★

５/11・18・25、水曜
10時～15時

岩手弁護士会
☎623-5005

★ 要事前申し込み。相談希望日の前週の９時から受け付け

 1031852
■危険なブロック塀などの撤去工
事費に補助
地震による倒壊の被害を防ぐため
に市道や県道、国道、通学路に面
する危険なブロック塀などを撤去
する費用を補助します。補助を受
けるには事前に相談が必要です。
内容など詳しくは、お問い合わせ
ください。

 相談受付期間：６月１日㈬～17
日㈮、９時～17時

 10件※募集件数を超えた場合
は抽選

 経費の３分の２を補助※上限20
万円　

 1031014

親元就農給付金の支給
農政課　☎613-8458

親の農業経営を継ぐ人に給付金を
支給します。１人当たり年額60万
円で期間は最長で２年間です。

 募集期間：５月17日㈫～６月
30日㈭

 市内に住所があり、本年度内に
新たに就農する55歳以下の人。農
業委員会の許可を受けて、市内に
親（三親等内の親族を含む）が所
有する農地を取得または利用権設
定をするほか、事前に就農計画の
審査を受ける必要があります。国
の農業次世代人材投資資金およ
び経営開始資金との重複受給は
できません。詳しくは、市ホームペ
ージをご覧ください

 1039636

農作業事故に注意
農政課　☎613-8457

春の農繁期は、作業者の不注意や

芸術文化推進審議会委員
文化国際課　☎613-8465

市の芸術文化推進への意見を述べ
る委員を２人募集します。任期は７
月20日㈬から２年間です。

 次の全てに該当する人①芸術文
化に関心があり、活動経験がある
②令和４年４月１日時点で、１年以
上市内に住所がある18歳以上③
市の他の審議会などの委員ではな
い④年２、３回程度の平日の日中
に行われる会議に出席できる

 市役所本庁舎７階の同課や各
支所、市内文化会館などに備え付
けの応募用紙に必要事項を記入し、
〠020-8530（住所不要）市役所
文化国際課へ郵送または持参。６
月10日㈮消印有効。持参は同日
17時まで

 1039735

戦地慰霊巡拝の参加者
地域福祉課　☎626-7509

戦没者の戦地慰霊巡拝に参加す
る遺族を募集します。申込期間な
ど詳しくは、市ホームページをご
覧になるか、同課までお問い合わ
せください。

 1003942

市民後見人養成講座の受講生
盛岡広域成年後見センター　

☎626-6112　ファクス656-0612

本人に代わって、財産の管理や契
約手続きなどをする市民後見人と
して社会貢献してみませんか。

 ７月14日㈭・21日㈭・27日㈬・
８月10日㈬・19日㈮・25日㈭・９
月１日㈭・８日㈭・15日㈭・22日㈭、
全９回、10時～16時半※９月１日
と８日は、どちらか１日

 岩手教育会館（大通一）
 30人※盛岡広域８市町に在住・

在学・在勤の20～70歳
 市役所本庁舎５階の長寿社会

課や都南分庁舎１階の市民ホール、
玉山総合事務所１階の健康福祉課、
各支所などに備え付けの用紙に必
要事項を記入し、同センターへ郵
送、ファクスまたは持参。郵送は６
月10日㈮必着。ファクスは同日17
時半必着。持参は同日17時半まで

 1020216

ホームステイ受け入れ家庭
アーラム大学盛岡事務所の畠山さん

☎661-5799

市内でホームステイする、アメリ
カ・アーラム大の学生を受け入れる
家庭を募集します。会話は日本語
でも問題ありません。詳しくは、電
話で問い合わせるか同事務所のフ
ェイスブックをご覧ください。

 ８月下旬～12月上旬
 電話：６月５日㈰20

時まで

建築物などへの補助
建築指導課　☎601-3387

■木造住宅の耐震化を支援
昭和56年５月31日以前に着工し
た木造住宅を対象に、耐震診断を
します。また、すでに耐震診断を受
けた人が耐震改修する場合、工事
費用の一部を補助します。要件や
申し込み方法など詳しくは、同課
へお問い合わせください。

 募集期間：６月１日㈬～17日㈮
　 受付時間：９時~17時

 耐震診断：自己負担額3143円
　 耐震改修：経費の５分の４を補
　 助※上限100万円

 耐震診断は10戸、耐震改修は１
戸※いずれも募集戸数を超えた場
合は抽選

 耐震診断：1001696
　 耐震改修：1001698
■アスベスト含有調査に補助
吹き付け建材が使用されているこ
とが確認でき、アスベストが含ま
れている恐れのある建築物の同調
査費用を補助します。募集要件な
ど詳しくは、同課にお問い合わせ
ください。

 募集期間：６月１日㈬～11月30
日㈬、９時~17時

 10件　  上限25万円
 市役所都南分庁舎２階の同課

や本庁舎１階の窓口案内所、各支
所などに備え付け、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、必要書類
を添えて同課に持参。11月30日㈬
17時まで

お知らせ

農業機械の誤った操作による事故
が心配されます。ゆとりを持って作
業し、安全を心掛けましょう。本年
度のスローガンは「農作業　ゆと
りと声かけ　二刀流」です。

 1008165

国民生活基礎調査に協力を
企画総務課　☎603-8301

国は、６月２日を基準日とした福祉
や医療、所得などの調査をしてい
ます。調査員証を携帯した調査員
が訪問するので、回答にご協力く
ださい。

 令和2年国勢調査区から無作
為に選んだ市内23地区の全世帯

 1039624

地価公示価格の閲覧
企画調整課　☎613-8394

令和４年１月１日現在の地価公示
価格が国から発表されました。市
役所本庁舎８階の同課や玉山総合
事務所２階の建設課、都南分庁舎
１階市民ホール、各支所、都南図書
館、渋民図書館、国土
交通省のホームページ
で閲覧できます。

都市計画変更原案の縦覧など
盛岡南整備課　☎639-9032

盛岡広域都市計画道明地区の地区
計画の変更原案を縦覧し、意見書
の受け付けと説明会を開催します。

 1031291
▶説明会

 ５月26日㈭14時～15時
 市役所都南分庁舎３階研修室
▶縦覧

 ５月26日～６月９日㈭、９時～
17時　  都南分庁舎１階の同課

▶意見書提出
 ５月26日９時～６月16日㈭17時
 都南分庁舎１階の同課
 道明地区内の土地所有者や利

害関係者
 任意の様式に住所と名前、意

見を記入し、〠020-8532（住所不
要）市役所盛岡南整備課に郵送ま
たは持参。６月16日必着。持参は同
日17時まで

クールビズとウォームビズに
通年で取り組みます
環境企画課　☎626-3754

地球温暖化対策のため、本年度か
ら通年で取り組みます。服装の工
夫などで、家庭や地域で省エネに
取り組みましょう。また、市役所や
各施設では夏季は28度、冬季は
19度を目安に室温を管理していま
す。皆さんも市役所には過ごしや
すい服装でお越しください。

 1022558

原敬記念館臨時休館
原敬記念館　☎636-1192

館内燻
く ん

蒸作業のため、５月31日㈫
～６月３日㈮まで休館します。

 1039623

精神障がいの人を支える
家族の個別相談会

県精神保健福祉連合会事務局
☎637-7600

精神障がいのある人が家族にいる
相談員が、同じ立場で相談を受け
付けます。

  ６月10日・７月８日・８月12日・
９月９日、金曜、10時～13時はふれ
あいランド岩手（三本柳８）、５月24
日・６月28日・７月26日・８月23日・
９月27日、火曜、13時～17時は市
総合福祉センター（若園町）

 各３～４人※統合失調症などの
精神障がいのある人の家族

 電話：開催日の前日まで※受け
付けは火曜・木曜・金曜、９時～16
時。上記の時間以外は留守番電話
へのメッセージで受け付け

ねんきんネットをご利用ください
盛岡年金事務所　☎623-6211

ねんきんネット専用　☎0570-058-555

ねんきんネットでは、パソコンやス
マートフォンから、自分の年金情報

の確認や各種通知の再交付申請
などができます。詳し
くは、ねんきんネットの
ホームページをご覧く
ださい。

ジャンボタクシーで巡る
介護の職場見学
県福祉人材センター

☎601-7061　ファクス637-9612
 fukushijinzai-1@iwate-shakyo.or.jp

老人介護施設の見学など、介護の
仕事への理解を深めるためのツア
ーを開催します。

 ７月12日㈫12時～16時半
 集合はふれあいランド岩手（三

本柳８）
 ５人
 同センターのホームページから

ダウンロードした用紙
に必要事項を記入し、
メール、郵送またはフ
ァクス。７月５日㈫必着

盛岡芸術祭美術展受賞者
盛岡芸術協会事務局
☎090-4553-8021

同芸術祭美術展の、市長賞、市議
会議長賞、同芸術協会会長賞の受
賞者が決定しました。それぞれの
作品概要など詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。

 1039828

募　集

軽自動車税
 納期限：５月31日㈫※口座振替を利用している人は、預

　　貯金残高を確認してください
 納税課☎613-8464　  1039469

市税の
納期限の
お知らせ

　令和５年度採用の市職員を
募集します。募集する職種な
どは表のとおりです。

 試験日：６月19日㈰
 市内または東京会場※受験

票と一緒に通知
 受験案内は、同課や各支所

などに備え付けている他、市
ホームページからダウンロー
ドできます。郵送を希望する
場合は、返信先を記入し、120
円分（速達を希望する場合は
380円分）の切手を貼った返
信用角２封筒を同封し「受験

 職員課☎626-7505　
 1035033

市職員を募集します

※高卒程度と短大卒程度の区分の採用試験は、９月18日㈰に実施予定です。
募集内容などは広報もりおかや市ホームぺージなどで改めてお知らせします

盛岡の宿応援割

 観光課☎613-8391　
 1039766

2000円最大 割引！

お1人様１泊につき

市長賞の受賞者
部門 受賞者

日本画 白戸　明さん（永井20）
洋画 菅原　恭子さん（紫波町）
彫塑 長門　裕子さん（上田字黒岩）
工芸 桜庭　耕作さん（西青山一）
書道 小野寺　七海さん（上田堤一）
写真 馬場　信孝さん（滝沢市）

市議会議長賞の受賞者
部門 受賞者

日本画 浅沼　美佐子さん（上堂一）
洋画 坂本　等さん（高松三）
彫塑 中嶋　香朱美さん（天昌寺町）
工芸 吉田　明子さん（西松園一）
書道 大畑　麻千さん（みたけ四）
写真 工藤　卓美さん（下田字牡丹野）

同芸術協会会長賞の受賞者
部門 受賞者

日本画 浅沼　浩さん（上堂一）
洋画 谷口　憲子さん（東松園一）
彫塑 佐藤　芳宏さん（緑が丘一）
工芸 根本　節子さん（小鳥沢二）
書道 中村　文香さん（愛宕町）
写真 北井崎　昇さん（東山一）

９月30日㈮宿泊分まで
　東北６県と北海道にお住まいの人が市内の宿泊施設を利用す
る際に、１人あたり１泊につき最大2000円を宿泊料から割引し
ます。事前に割引が適用されることを、宿泊を希望する施設に確
認し、予約をしてください。詳しくは、市ホームページをご覧にな
るか、宿泊を希望する施設にお問い合わせください。

案内請求」と明記の上、５月30
日㈪までに〠020-8530（住
所不要）市役所職員課へ送付。
　受験の申し込みは、市ホー
ムページの専用応募フォーム
から申請。日程など詳しくは
受験案内をご覧ください

盛岡市のために

一緒に

働きませんか！

表　募集する職種など
職種 区分 人員 年齢要件など

一般
事務職

大学卒
程度

20人
程度

次のいずれかに該当する人
①平成５年４月２日～平成13年４月１日
生まれ
②平成13年４月２日以降に生まれ、令和
５年３月までに大学卒業見込みの人

一般
事務職

（福祉職）
数人 一般事務職の要件に加え、社会福祉士の

資格を有する人

土木
技術職

10人
程度 次のいずれかに該当する人

①昭和63年４月２日～平成13年４月１日
生まれ
②平成13年４月２日以降に生まれ、令和
５年３月までに大学卒業見込みの人

建築
技術職 数人

電気
技術職 数人

化学
技術職

（農芸化学）
１人

昭和63年４月２日以降に生まれ、大学等
において農芸化学の課程を修めて卒業した
人（令和５年３月卒業見込みの人を含む）

一般
事務職

社会人
経験者

数人

昭和58年４月２日以降に生まれ、民間企
業等での職務経験があり、その年数が直
近７年中に通算して５年以上ある人

土木
技術職 数人

建築
技術職 数人

電気
技術職 数人

保健師
ー

数人 平成５年４月２日以降に生まれ、保健師
の免許を有する人

看護師 数人 昭和58年４月２日以降に生まれ、看護師
の免許を有する人
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地球環境に配慮したインキを
使用しています。

診療時間外に子どもの具合が悪くなったら…

市医師会ホームページでは、子どもの症状からみ
た医療機関の受診の仕方や、盛岡の子どもの救
急についての情報を掲載しています

※当番病院を変更する場合
があります。市医師会のホ
ームページを確認した上で
受診してください

６月
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４
国立 中央 日赤 国立

５ ６ ７ ８ ９ 10 11
中央 日赤 中央 国立 日赤 中央 中央
12 13 14 15 16 17 18
日赤 中央 日赤 国立 中央 日赤 中央
19 20 21 22 23 24 25
国立 中央 中央 国立 中央 日赤 中央
26 27 28 29 30
日赤 中央 中央 国立 日赤

 17時～翌朝９時※土曜は13時～
当番病院一覧

中央 県立中央病院
上田一丁目４-１☎653-1151

日赤 盛岡赤十字病院
三本柳６-１-１☎637-3111

国立 国立病院機構盛岡
医療センター

青山一丁目25-１☎647-2195

■こども救急相談電話にお電話を
　子どもの病気やけがのことを、経験豊かな看護師に電話で相談でき
ます。医療機関を受診する前にご利用ください。

 こども救急相談電話☎605-9000または #8000
 19時～23時※年中無休

■特に症状が重い場合は小児救急入院受入当番病院へ
　症状が重く入院が必要と思われる子どもと、休日救急当番医や市夜間
急患診療所が診療していない時間帯に急病の子どもを受け入れます。

■医療機関を受診するときは
　日曜・祝日の日中（９時～17時）は「休日救急当番医」を、夜間（19時
～23時）は「市夜間急患診療所」を受診してください。（３ページ参照）
※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

マークの見方と詳しい申し込み方法は、
表紙をご覧ください。

子育て情報ひろば

離乳食教室
母子健康課　☎603-8303

初めての離乳食の不安を解消する
ための講話。

 ６月14日㈫・28日㈫、10時～
11時半　  市保健所（神明町）

 各15組※令和４年２月生まれの
子と初めて子育てしている母親

 電話：５月24日㈫14時から

マタニティサロン
とりょう保育園地域子育て支援センター（以
下、とりょう支援センター）　☎651-8580

出産後の生活についてのアドバイス。
 ６月15日㈬10時～11時半　
 とりょう保育園（肴町）
 初妊婦
 電話：開催日の前日まで

新米ママの子育て講座
都南公民館　☎637-6611

 kouza-kyara@mfca.jp

親子での遊びや絵本選び、離乳食
などについて学びます。

 ６月23日㈭・30日㈭・７月６日
㈬・14日㈭・21日㈭、全５回、10時
～11時半　  同公民館（永井24）

 10組※第１子が８カ月～２歳の
子と母親

 往復はがきに必要事項を記入
し、〠020-0834永井24-10-１都
南公民館へ送付。メールでも受け
付けます。６月８日㈬
必着※定員を超えた
場合は抽選

パパママ教室
母子健康課　☎603-8303

出産の準備や赤ちゃんとの生活に
ついての講話と沐

も く

浴
よ く

の見学。
 ６月26日㈰、10時～12時と13時半

～15時半　  市保健所（神明町）
 各15組※10月に出産予定の初

妊婦と夫
 電話：６月17日㈮14時から

子育てを応援親
向け

市家庭教育研修会「はぐ講座」
生涯学習課　☎ 639-9046

日本アンガーマネジメント協会の
関村和

か ず

絵
え

さんから、感情のコント
ロールの仕方を学びます。

 ６月28日㈫10時半～12時　
 都南公民館（永井24）
 20人※子育てしている人、子育

てに関わっている人
 電話：５月24日㈫10時から

親子でふれあい遊び
とりょう支援センター　☎651-8580

▶ぴよぴよルーム
親子で遊びながら、離乳食など子
育ての悩みを相談できます。

  ５月27日㈮は飯岡地区保健
センター（下飯岡８）、６月７日㈫
は高松地区保健センター（上田字
毛無森）、10時～11時半

 ０歳の子と保護者
▶にこにこルーム
保育士と一緒に親子の触れ合い遊
びや体操などを楽しみます。

  ５月31日㈫は上堂児童セ
ンター（上堂三）、６月２日㈭と９
日㈭は盛岡タカヤアリーナ（本宮
五）、６月３日㈮は都南公民館（永
井24）、６月16日㈭は河南公民館
（松尾町）、10時～11時半

 １～３歳の子と保護者

ママとベビーのハッピータイム
まつぞのスポーツクラブ　☎663-9280
親子でピラティスとベビーダンス
をします。

 ①６月１日㈬・８日㈬、全２回、
13時半～14時半②６月20日㈪・
27日㈪、全２回、13時半～14時半

 ①松園地区公民館（東松園二）
②高松地区保健センター（上田字
毛無森）

 各８組※首の据わった３～24カ
月の子と保護者

 各2000円

一緒に楽しもう親子
向け

 同スポーツクラブの
ホームページ：①５月
25日㈬まで②６月13
日㈪まで

お子様連れＯＫ♪ピラティス教室
盛岡タカヤアリーナ　☎ 658-1212

産後の体力回復やリフレッシュ、
親子の交流などをします。

 ６月16日㈭・22日㈬・30日㈭・７月
６日㈬・13日㈬、全５回、10時～11時

 同アリーナ（本宮五）
 20組※３歳以下の子と保護者
 4400円

 電話：５月19日㈭10時から

キッズサッカー教室
盛岡南公園球技場　☎632-3344

開催日時など詳しくは、お問い合
わせください。 

 同球技場（永井８）
 ４歳～小学２年生
 8500円
 電話：５月18日㈬９時から
 1039645

わくわく体験子
向け
ども

都南図書館（永井24）
☎637-3636

  各５組※開始20分前から、
２階おはなしルーム前で受け付け
■おはなしのじかん
絵本の読み聞かせと手遊び。

 ６月８日㈬11時～11時25分
 ０～２歳の子と保護者

■おとぎのへや（♥）
絵本の読み聞かせと紙芝居。※５
月分は中止

 毎週土曜、14時半～15時

渋民図書館（渋民字鶴塚）
☎683-2167

■えほんのへや（♥）
ボランティア「とんがりやま」によ
る読み聞かせ。

 ６月８日㈬15時半～16時

西部公民館（南青山町）
☎643-2288

■ちびっこ広場映画会（♥）
「ねぎぼうずのあさたろう」など４
本を上映します。

 ６月４日㈯10時半～11時40分
 20人
 電話：５月19日㈭10時から

■ふたばわらべうた・おはなし会

わらべ歌や絵本の読み聞かせなど。
  ６月15日㈬、10時～10時40

分は１歳３カ月～３歳の子と保護者、
10時50分～11時10分は０歳～１歳
３カ月の子と保護者、各先着13組

上田公民館（上田四）
☎654-2333

■なかよしおはなし会
絵本の読み聞かせや手遊びなど。

 ５月25日㈬・6月８日㈬、10時
半～11時

 幼児と保護者
 事前に電話で申し込み

中央公民館（愛宕町）
☎654-5366

■わくわく♪おはなし会
おはなしボランティア「おはなしち
ゅーみん」による絵本の読み聞かせ。

 ６月11日㈯11時～11時半

松園地区公民館（東松園二）
☎661-8111

■おやとこひろば
読み聞かせや親子遊び、軽運動、
保育士による育児相談など。

 ６月３日㈮10時～11時半　
 ０歳～就園前の子と保護者

本 と の ふ れ あ い
（♥）は幼児～小学生が対象の催しです。
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