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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
 市役所本庁舎本館２階エレベ

ーターホール

市戦没者追悼式
地域福祉課　☎626-7509

戦没者を追悼し、平和を祈ります。
 ７月20日㈬11時～13時
 盛岡劇場（松尾町）

実践！正しいラジオ体操
健康増進課　☎603-8305

正しい動きでラジオ体操の効果を
高めます。もりおか健康得とくポイ
ントの対象教室です。

 ７月27日㈬10時15分～11時45分
 高松地区保健センター（上田字

毛無森）　  15人
 電話・応募フォーム：７月６日㈬

10時から　  1022919

道明地区の保留地を宅地分譲
盛岡南整備課　☎639-9032

向中野と飯岡新田の保留地を売却
しています。物件の詳細など詳しく
は、同課へ問い合わせるか、市ホー
ムページをご覧ください。

 受付時間：土・日曜と祝日を除
く９時～17時　  1008696

私道整備に補助
道路管理課　☎613-8542

私道などを整備する場合、砂利の
支給や補助金の交付をしています。
交付要件など詳しくは、市ホームペ
ージをご覧ください。

 砂利支給：1001766

いわて盛岡シティマラソン2022
ボランティア

いわて盛岡シティマラソン2022実行
委員会事務局　☎626-3111

同大会のボランティアを募集します。
活動内容や申し込み方法など詳し
くは、市ホームページをご覧ください。

 募集期間：８月31日㈬まで
 2100人※10月22日㈯は100人、

23日㈰は2000人
 1025954

盛岡市・都南村合併30周年記念
フォトコンテスト作品

盛岡市・都南村合併30周年記念事業
実行委員会事務局　☎639-9035

「都南の風景」をテーマとした作
品を募集します。プロ・アマチュア
の制限はありません。申し込み方
法など詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。※宝くじ助成事業

 募集期間：８月31日㈬まで
 1040156

ゆかた着付教室の参加者
ゆかたのまち盛岡推進事業実行委員会
☎613-8389　ファクス626-4153

着付けのプロが、無料で教えます。
申し込み方法など詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。

 ７月23日㈯13時15分～16時半
 男女各10人※浴衣一式を持参
 郵送・ファクス：７月12日㈫必着
 1019709

遺跡の学び館サポーター
遺跡の学び館　☎635-6600

同館の行事運営を支援するサポー
ターを募集します。

 若干名
 電話：12月23日㈮まで
 1009438

第50回私たちの作品展の参加者
私たちの作品展実行委員会

☎635-7362

10月26日㈬～30日㈰に開催され
る同作品展の参加者を募集します。

 募集期間：７月15日㈮まで
 市内で絵画・工芸・写真などの

創作活動をする団体または個人
 市民文化ホール（盛岡駅西通二）

ユートランド姫神の産直出品者
ユートランド姫神　☎683-3215

ユートランド姫神（下田字生出）
内の産直への出品者を募集します。
取り扱い商品など詳しくは、同施
設へお問い合わせください。

 電話：随時

もりおかエール便で学生を応援
盛岡地域地場産業振興センター

☎689-2201

県外の学校に通うお子さんに、盛
岡の特産品を贈りませんか。先着
順で、代金・送料は無料です。申し
込み方法など詳しくは、盛岡手づ
くり村ホームページを
ご覧ください。

 受け付け期間：７月
４日㈪10時から

もりおかエコライフ推進
キャンペーン月間

資源循環推進課　☎626-3733
資源とごみの正しい分別と食品ロ
スの削減に取り組みましょう。

 推進期間：７月１日㈮～31日㈰
 1031478

ふれあい広場
障がい福祉課　☎613-8346

障がい者施設の利用者が食品や手
芸品などの販売をします。

 ７月７日～９月29日、木曜、全
12回、11時～13時

 市役所本庁舎本館１階エレベー
ターホール　  1018352

刑務所作業製品の展示会
地域福祉課　☎626-7509

再犯防止の取り組みとして、受刑
者が制作した製品を展示・販売し
ます。詳しくは、同課までお問い合
わせください。

 ７月14日㈭11時～８月31日㈬
17時半

お知らせ

　 補助金：1001755

水道水質検査の結果
浄水課水質管理センター　☎652-2961
令和３年度の検査で、国が定める
水質基準値を全て満たしました。
詳しい検査結果は、上下水道局ホ
ームページと水質管理
センター窓口で閲覧で
きます。

サマージャンボ宝くじの販売
県市町村振興協会　☎651-3461

宝くじの収益金は県内市町村の明
るく住みよいまちづくりに使われて
います。宝くじは市内で買いましょう。

 発売期間：７月５日㈫～８月５日㈮
　 抽選日：８月17日㈬

ひとり親家庭等特別相談
市ひとり親家庭等就業・自立支援センター

☎623-8539

離婚や養育費など、日常生活の悩
みを弁護士に相談できます。

 ７月22日㈮10時～15時
 県福祉総合相談センター（本

町通三）　  電話：受け付け中

寄付をいただきました

■㈱シリウス
　佐藤幸

さち

夫
お

代表取締役
「防災を学ぶ世界地図」2400部。
防災や非常時対策の学習のために。
■吉田慶

けい

子
こ

様
精米300㌔㌘。社会福祉のために。

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。

　市は、表のとおり市営住宅の入居者を募集します。
【入居可能日】９月１日㈭
【入居資格】次の全てに該当する人①現在、住宅に困っている②世帯の収
入月額が法定の基準内である③住民税を滞納していない④過去に市営住
宅に入居した際に家賃などを滞納していない⑤本人も同居する人も暴力
団員でない※入居には連帯保証人と敷金（家賃の３カ月分）が必要
【申し込み】７月12日㈫～19日㈫、９時～17時（土・日曜と祝日は除く）、
同センター（中ノ橋通一、106ビル９階）で受け付け。本人か同居する家族
（単身者は本人）が手続きしてください。申込用紙は、同センターと市役所
本庁舎８階の建築住宅課、１階の窓口案内所、各支所・出張所に備え付け
＜応募できる世帯について＞

 市営住宅指定管理センター☎622-7030 　
 1017768

盛岡駅西通ア
パート（盛岡
駅西通一）は
随時募集して
います

表　入居者を募集する市営住宅　※エレベーター付き
住宅名（所在地） 応募できる世帯 階数 戸数 家賃 間取り高・障 単身 一般

北厨川アパート
（厨川二）

○ １階 １ １万7500円～３万4400円

６・６・4.5・DK
○ ○ ２階 １ １万8700円～３万6700円
○ ○ ○ ４階 １ １万8600円～３万6600円
○ ○ ○ ５階 １ １万6900円～３万3200円
○ ○ ○ ５階 １ １万6900円～３万3300円

谷地頭アパート
（厨川五）

○ ２階 １ １万4500円～２万8600円 ６・６・３・DK
○ ○ ○ ４階 １ １万1100円～２万1800円 ６・4.5・３・DK

観武台住宅
（月が丘三）

○ ○ ２階
建て

１ １万6900円～２万8400円 ５・4.5・３・DK○ ○ １ １万6900円～２万9300円

月が丘アパート※
（月が丘三）

中学生以下の子と
同居 ２階 １ ２万6900円～５万2800円 ６・６・５・DK

○ ○ ４階 1 ２万2900円～４万4900円 ６・６・DK
青山二丁目
アパート※（青山二）

中学生以下の子と
同居 ２階 １ ２万9000円～５万6900円 ６・６・６・DK

青山三丁目
アパート※（青山三）

○ ○ ２階 １ ２万1700円～４万2600円
６・６・DK○ ○ ２階 １ ２万4400円～４万8000円

○ ○ ３階 １ ２万1400円～４万2100円
青山西アパート
（青山三）

○ １階 １ ２万1100円～４万1500円 ８・６・DK
○ ○ ３階 １ ２万5000円～４万9100円 ８・６・５・DK

川目アパート
（東山一）

○ ○ ３階 １ １万5100円～２万9700円 ６・６・３・DK○ ○ ○ ５階 １ １万4900円～２万9200円

仙北西アパート
（西仙北一）

車イス常用 １階 １ １万8600円～３万6600円 ８・６・DK
中学生以下の子と

同居 ４階 １ ２万 900円～４万1000円
８・６・4.5・DK○ ○

５階
１ ２万3300円～４万5800円

中学生以下の子と
同居 １ ２万1800円～４万2800円

大ケ生住宅
（乙部22） ○ ○ 平屋 １ １万5700円～３万  800円 ６・６・６・DK
夏間木第３団地

（好摩字夏間木） ○ ○ ２階
建て １ ２万2300円～４万3800円 ７・６・６・DK

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

７/10
㈰

たけ循環器内科クリニック 北飯岡一丁目２-70 656-5855
三船内科 天昌寺町９-10 646-2310
もりた整形外科 山岸一丁目３-８ 652-5858
中村こどもクリニック 上厨川字杉原50-47 648-7711
うしぶくろ歯科医院 中堤町13-43 647-8668
本宮センター薬局 北飯岡一丁目２-71 656-5867
天昌寺薬局 天昌寺町３-27 646-7499
かるがも薬局山岸店 山岸一丁目３-11 623-9696
ミルキー薬局 上厨川字杉原50-48 646-0369

７/17
㈰

開運橋消化器内科クリニック 大通三丁目９-３菱和開
運メディカルビル２階 613-3336

大手先内科循環器クリニック 本町通一丁目８-９ 651-2150
くろだ脳神経・頭痛クリニック 神明町10-38 653-3522
小林小児科クリニック 三本柳11-12-４ 638-0404
大浦内科・歯科クリニック 津志田西二丁目13-３ 639-3317
銀河薬局開運橋店 大通三丁目９-３ 601-5562
会営内丸薬局 内丸17-24 625-1927
大手先口薬局 本町通一丁目８-13藤島

ビル101 601-3725
あすなろ薬局 中ノ橋通一丁目14-９ 623-8880
レミディ薬局 中ノ橋通一丁目14-８ 652-1300
ワカバ薬局都南店 三本柳11地割12-１ 637-6011

７/18
㈪

工藤内科ハートクリニック 中ノ橋通一丁目７-13 653-6811
久喜内科・脳神経内科医院 緑が丘三丁目２-34 662-7177
なおや脳神経・頭痛クリニック 本宮字小板小瀬13-４ 656-3708
さいとう小児科クリニック 月が丘二丁目２-60 643-7171
遠藤歯科医院 上厨川字横長根76-３ 648-2010
中ノ橋薬局 中ノ橋通一丁目７-15 624-2823
エメラルド薬局緑が丘店 緑が丘三丁目２-35 665-3360
おおたばし調剤薬局 本宮字小板小瀬13-８ 656-3131
よつば薬局 月が丘二丁目２-59 643-2888

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。

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間納付相談
①７/７㈭
　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★

７/13㈬
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★ ７/21㈭
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

市営住宅の入居者募集

医療保険料などの還付金詐欺に
ご注意ください！

 消費生活センター☎624-4111
 1040166

後期高齢者医療保険料を還付する人には、健康保険課からお知らせ
の文書を送付しています。電話で振込先口座を聞いたり、ATM の操
作をお願いすることは絶対にありません。不審な連絡があった時は、
すぐに消費生活センターに連絡してください。

高：60歳以上の人がいる世帯（単身者含む）
障：身体障害者手帳４級以上の障がいのある人がいる世帯（単身者含む）
単身：高・障に該当せず、同居者がいない人
一般：高・障・単身に該当しない世帯
車いす常用：身体障害者手帳（下肢または体幹が２級以上）を持ち、車いすを
常用する障がいのある人がいる世帯（単身者含む）

「 モリオ☆エール 」 販売中！

　市内の飲食店や宿泊施設などで利用できる、市プレミ
アム付き応援チケット「モリオ☆エール」を販売します。お得
なチケットを利用して、市内のお店を応援しましょう。

も
り
お
か
エ
ー
ル
便
の
一
例

買って、使って、お店を応援！

「三つ星☆エールで！ 盛岡いいものプレゼントキャンペーン」同時開催
　同チケットを購入し、12月21日㈬までに応募した人の中から抽選
で、市内宿泊施設の宿泊券や特産品・映画館鑑賞券などが当たるキャ
ンペーンを開催します。詳しくは、市ホームページまたは市関連施設に
備え付けの案内チラシをご覧ください。

 盛岡まちづくり㈱☎605-8886

 １店舗につき200セット※対象店舗で直接チケットを購入
 １セット2000円（500円券×５枚つづり）
 盛岡商工会議所☎624-5880　  1031329

■市の推計人口（５月１日現在）
28万6631人（男：13万5284人、女：15万1347人） 【対前月比】140人増
【世帯数】13万2341世帯　  企画調整課☎613-8397　  1019915


