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広　告 広　告 広告に関するお問い合わせはナチュラルコム（株）☎019-652-9190へどうぞ

もりおかインフォ
オペレーター講習の受講料、遠隔
操作等草刈機本体の取得経費の一
部を補助します。対象や申請方法
など詳しくは市ホームページをご
覧ください。

 申請期間：６月１日㈬～30日㈭
17時まで

 1039717

国際交流事業への補助
文化国際課内、盛岡国際交流協会

☎626-7524

国際交流や国際協力などの事業を
市内や海外で実施する民間団体に
補助金を交付します。対象事業や
申請方法など詳しくは、盛岡国際
交流協会のホームページをご覧く
ださい。

 受付期間：６月６日㈪９時～12
月27日㈫16時

 補助額：対象経費の
半額※１団体10万円が
上限

都市景観賞写真パネル展の開催
景観政策課　☎601-5541

これまでに都市景観賞を受賞した
建築物などの写真を順に展示します。

 ①６月３日㈮12時～10日㈮10
時半②６月10日㈮14時～17日㈮
10時半③６月17日㈮14時～24日
㈮10時半④６月24日㈮14時～７
月１日㈮12時

 ①盛岡駅２階わんこロード（盛
岡駅前通一）②中央公民館（愛宕
町）③都南公民館（永井24）④渋
民公民館（渋民字鶴塚）

太田支所が一時移転します
市民登録課　☎626-7501

大規模改修工事に伴い、太田支所
が６月20日㈪から旧JAいわて中
央厨川活動センター（上厨川字横
長根）に移転します。現在の場所
での業務は６月17日㈮まで。移転
後の業務内容と受付時間、電話番
号に変更はありません。

 1039802

市立図書館の臨時窓口の移転
市立図書館　☎661-4343

休館中の市立図書館（高松一）の
臨時窓口は工事に伴い上田公民館
（上田四）に移転します。※窓口
は状況により休止する場合があり

林業振興審議会委員
林政課　☎626-7541

総合的な林業施策の推進について
調査・審議する委員を１人募集しま
す。任期は7月1日㈮から２年間です。

 次の全てに該当する人①林業
振興施策に関心がある②市内に１
年以上住んでいる③平成16年7月
1日以前生まれ④平日の日中に行
われる会議（年１・２回程度）に出
席できる⑤市の他の審議会などで
委員を務めていない

 市役所若園町分庁舎５階の同
課や本庁舎１階の窓口案内所、各
支所、公民館に備え付けの応募用
紙に必要事項を記入し、〠020-
8531（住所不要）市役所林政課へ
郵送または持参。6月15日㈬消印
有効。持参は同日17時まで

 1030646

ごみ減量資源再利用
推進会議委員

資源循環推進課　☎626-3733
 sigen@city.morioka.iwate.jp

ごみ減量や資源再利用の推進につ
いて意見する委員を２人募集します。
任期は7月27日㈬から２年間です。

 次の全てに該当する人①市内に
１年以上住んでいる②平成16年４
月1日以前生まれ③過去にこの会
議の委員を務めていない④市の他
の審議会などで委員を務めていな
い⑤平日の日中に行われる年２回
程度の会議に出席できる

 市役所若園町分庁舎３階の同
課や本庁舎１階の窓口案内所、各
支所に備え付けの応募用紙に必要
事項を記入し、〠020-8531（住所
不要）市役所資源循環推進課へ郵
送または持参。メールでも受け付
けます。6月27日㈪消印有効。持
参・メールは同日17時45分まで

 1039998

二十歳のつどい実行委員
生涯学習課　☎639-9046

 edu.sgs@city.morioka.iwate.jp

来年開催する「市二十歳のつどい」
を企画・運営する実行委員を募集
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※市内在住の平成14

年４月２日～平成15年４月１日生ま
れの人、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

薮川地区でそばの作付けができる
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１日㈬９時から
 1008209

盛岡国際俳句大会の作品
盛岡国際俳句大会事務局　☎613-8465
同大会の俳句を募集します。題材
は盛岡にちなんだ四季の句か、自
由題材の四季の句です。

 投句料：３句１組1500円（入選
句集付き）※高校生以下と英語部
門は無料（入選句集なし）

 各支所などに備え付け、または
同大会のホームページからダウン
ロードした専用投句用紙に楷書で
記入し、〠020-8566（住所不要）　
ＩＢＣ岩手放送内「盛岡国際俳句大
会運営事務局応募作品
集約係」へ郵送。８月31
日㈬消印有効

スマート農業機械の
取得経費などの補助

農政課　☎ 613-8458
農業用ドローン本体の取得経費や

お知らせ

ます
 ７月12日㈫～令和６年３月(予

定)、９時～17時※月曜と年末年始、
１月４日、４月１日を除く。月曜日
が祝日にあたる場合は翌平日
▶臨時窓口の閉鎖
臨時窓口の移転に伴い、７月４日
㈪～11日㈪は市立図書館の臨時
窓口を閉鎖します。この期間の本
の返却は市立図書館玄関脇のブッ
クポストに入れてください。７月12
日㈫以降は上田公民館内の臨時
窓口に返却してください。

 1039992

児童手当の手続きをお忘れなく
子ども青少年課　☎613-8354

更新手続きの案内が届いた人は６
月に更新手続きが必要です。忘れず、
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

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

差し押さえ物件の公売
納税課　☎613-8466

市が差し押さえた不動産などをＫＳ
Ｉ官公庁オークションで公売します。
公売物件など詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。

 ▶せり売り：７月５日㈫13時～
７日㈭23時▶入札：７月５日㈫13
時～12日㈫13時

 ６月10日㈮13時～28日㈫23時
 1010803 

家屋の全戸調査を実施
資産税課　☎ 613-8403

固定資産税を適正に課するための
調査を７月~10月下旬に実施しま
す。身分証を携帯した調査員が、固
定資産税が課されている家屋を外
観から確認します。

 1000524

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

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。

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間納付
相談

①６/９㈭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
☎613-8463

市民無料
法律相談★

６/13㈪・27㈪
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★

６/８・15・22・29、
水曜、10時～15時

岩手弁護士会
☎623-5005

空き家・
不動産相談☆

６/８㈬
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☆ ６/16㈭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。相談希望日の前週の９時から受け付け　☆�要事前申し込み　

　　　　

新型コロナワクチン ３回目 接種のお知らせ
　新型コロナワクチンの２回目接種から一定期間が経過すると、ワクチン
の効果が低下することが示唆されています。感染拡大防止のため、３回目
接種をご検討ください。

個別接種

集団接種（３回目接種の追加日程）

 12歳以上※ファイザー製（12歳以上）、武田/モデルナ製
（18歳以上）

 1038798 詳細はこちら☞

 ６月11日㈯・12日㈰　 �SGプラザ（青山四）
 18歳以上※武田/モデルナ製　 �1035726

・インターネット予約
予約はこちら☞

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、祝日を含む）

・電話予約

・Ｌ
ラ イ ン

ＩＮＥ予約
予約はこちら☞

☎�0120-220-489

もりおかプレミアム付商品券スマートもりおかプレミアム付商品券スマートSS
サ ン ササ ン サ

ANSAANSA
対象拡大！対象拡大！

 岩手県建築住宅センター確認評価局　☎623-4420

　６月１日㈬～11月30日㈬の期間中に販売価格１万円で１万2000円
のお買い物などに使用できる同商品券の購入申し込みの対象を拡大し、
市民以外の人も購入できるようになりました。申し込み方法など詳しく
は、市ホームページまたは市役所本庁舎１階の窓口案内所や各支所な
どに備え付けのチラシをご覧ください。

 申し込み期間：６月１日㈬～６月25日㈯※１人３セットまで

＜廃棄物処理手数料に関するお詫びと情報提供のお願い＞

　事業系ごみを搬入したときの廃棄物処理手数料について、クリーンセ
ンターにおいて誤った事務手続きをしておりましたのでお詫

わ

びします。

 クリーンセンター☎663-7153　  1039774

【誤りの内容】搬入重量（クリーンセンターでの計
量値）が０㌔㌘の場合、手数料を100円徴収する必
要がありましたが、０円で処理していたものです。

【お願い】平成29年６月から令和４年４月まで
の期間でクリーンセンターに搬入、「正味重量０
kg」と記載されている計量伝票（右写真参照）を
お持ちの場合は、クリーンセンターに連絡をお願
いします。

市内のリフォーム業者に依頼し、
33万円（税込み）以上の自宅の
リフォーム工事を実施する市在
住の方を対象に同商品券６万円
分を支給します。対象者など詳
しくは市ホームページや市役所
本庁舎１階の窓口案内所、各支
所などに備え付けの案内チラシ
をご覧ください。

 600人

 市役所本庁舎１階の窓口案
内所や各支所などに備え付け、
または市ホームページからダウ
ンロードした様式に必要事項を
記入し、〠020-0045 盛岡駅西
通一丁目７-１いわて県民情報交
流センター２階一般財団法人岩
手県建築住宅センター確認評
価局に郵送。９月15日㈭消印有
効※工事着手前の申請が必要

 スマートSANSAコールセンター ☎0120-24-1110
　 平日９時～17時※6月は土・日・祝日も受け付け

計量伝票

＜推奨＞

＜推奨＞

※LINE予約は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

６月１日㈬からリフォーム支援事業も受け付け開始

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

６/５
㈰

ゆい内科呼吸器科クリニック 向中野二丁目54-18 631-1159
澤田内科医院 上田一丁目６-11 654-1007
細井外科医院 大沢川原一丁目１-２ 624-2715
よしだクリニック 西仙北一丁目30-50 635-8341
赤坂病院歯科 名須川町29-２ 624-1225
むかいなかの調剤薬局 向中野二丁目-54-12 631-3100
上田薬局 上田一丁目６-９ 625-5612
つくし薬局下の橋店 大沢川原一丁目１-３ 624-8730
ひばり薬局 西仙北一丁目30-51 635-9797

６/12
㈰

やまだ胃腸内科クリニック 津志田中央二丁目18-31 614-0180
藤島内科医院 愛宕町４-18 622-4453
双木整形外科医院 月が丘二丁目５-23 646-3855
吉田小児科 梨木町２-13 652-1861
いけだ歯科口腔外科 南大通二丁目10-27 604-7061
なの花薬局津志田店 津志田中央二丁目18-23 614-9986
あたご薬局 愛宕町２-38 621-8411
エイシン薬局 月が丘二丁目５-21 641-0454
ぺんぎん薬局 梨木町２-14 652-3345

２次救急医療
機関の受入診
療科はこちら

�内科　  外科・整形外科
 小児科　 �歯科　  薬局

■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。


