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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

盛岡ブランド表彰の候補者
都市戦略室　☎613-8370

盛岡ブランドの推進に寄与し、功
績が顕著な人や団体を表彰する
「もりおか暮らし物語賞」の候補
者を募集します。

 市役所本庁舎８階の同室に備
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、〠020-8530（住所不
要）市役所都市戦略室へ郵送また
は持参。９月９日㈮必着。持参は
同日17時半まで

 1009730

キャラホール童謡・唱歌を歌う会
の出演団体

都南公民館　☎637-6611
９月19日㈪にキャラホールで合唱
を発表する団体を募集します。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。

 市内または近郊で活動する合
唱サークルなど

 募集期間：８月21日㈰まで
10341717

「いきいき岩手」
結婚サポートセンターの会員

i-サポ盛岡　☎601-9955
スタッフとAIが理想のパートナー探
しをサポートします。詳しくは、お
問い合わせください。

 20歳以上の独身の人で次のい
ずれかに該当する人①県内に在住
または在勤②県外に在住で、結婚
後に県内に居住できる

 入会登録料１万円

展覧会「M
ミ ュ ー ト

ute」のボランティア
岩手未来機構　☎613-7781

 iwatemiraikiko@lime.ocn.ne.jp

同展覧会の有償ボランティアを募
集します。詳しくは、同機構のホー
ムページをご覧ください。

 ９月17日㈯～30日㈮
 ①徳清（仙北一）②旧石井県令

邸（清水町）
 30人※18歳以上
 電話・メール：８月

19日㈮18時まで

児童扶養手当の更新
子ども青少年課　☎613-8354

同手当を受けている人は、８月に
更新手続きが必要です。昨年から
変更になった受け付け会場がある
ため、送付した案内を確認する他、
同案内に記載されている書類を持
参し、手続きしてください。

 1040397

障がい者関係諸手当の更新
障がい福祉課　☎613-8346

特別児童扶養手当・障害児福祉手
当・特別障害者手当を受けている
人は、８月に更新手続きが必要で
す。送付した案内に記載されてい
る書類と印鑑を持参し、手続きし
てください。

 1004087

証明書などの支払いにキャッ
シュレス決済が利用できます

市民登録課　☎613-8307
８月から、クレジットカードや電子
マネーなどが利用できる証明書交
付窓口を追加します。詳しくは、市
ホームページをご覧ください。

 1034146・1040359

戦没者追悼サイレン
総務課　☎626-7513

戦没者の冥福を祈り、市役所と玉
山地域の防災無線で追悼サイレン
を鳴らします。
▶広島の原爆投下：８月６日㈯８時15分
▶長崎の原爆投下：８月９日㈫11時２分
▶終戦記念日：８月15日㈪12時

小規模修繕事業者名簿への
登録

契約検査課　☎626-7516
市が発注する小規模修繕の契約
請負を希望する人の名簿登録を受
け付けます。

 市内に主たる事業所がある法
人か個人※市競争入札参加資格者
名簿に登録している人を除く

 市役所本庁舎８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請書に必要事
項を記入し、同課に提出。受付は
８月19日㈮～９月５日㈪、９時～

お知らせ募　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

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間納付相談
①８/18㈭
　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

補聴器相談★ ８/18㈭
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

困りごと
まるごと無料
相談会★

８/31㈬
10時～16時

湯沢地域交流活性化センター
（湯沢西三）

市社会福祉協
議会
☎651-1000

★要事前申し込み

12時と13時～16時※土・日曜除く
 1020587

浄化槽設置の補助
給排水課　☎623-1426

し尿と生活雑排水を併せて処理す
る浄化槽を設置する場合に、費用
の一部を補助します。詳しくは、同
課へお問い合わせください。

もりおか花×S
ス マ イ ル

mileプロジェクト
公園みどり課　☎601-2867

盛岡駅（盛岡駅前通）周辺と、もり
おか歴史文化館（内丸）に花を飾
るほか、SNSで写真を投稿するか、
スタンプラリーに参加した人にプ
レゼント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
ジをご覧ください。

 キャンペーン期間：10月31日㈪
まで

 1036199

マンション管理に関する
①無料相談②無料出前セミナー

建築指導課
☎601-3387　ファクス637-1919

マンション管理士が、マンションの
長期修繕計画や修繕積立金など
の疑問や相談に応じます。詳しく
は、市ホームページをご覧ください。

 ①来年１月８日㈰までの毎月第
２・第４日曜、10時～12時②来年
１月31日㈫までの希望する日時

 ①アイーナ（盛岡駅西通一）②
申込者が希望する場所

 ①１日２組②１日１回※いずれも
マンション管理組合と区分所有者

 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、〠020-8532（住所不要）市役
所建築指導課へ郵送またはファク
ス。希望日の３日前まで

 ①1036513
　 ②1036535

もりおか町家物語館
風の広場の無料開放

もりおか町家物語館　☎654-2911
ボランティアでアコースティックコ
ンサートを開催する人に、風の広
場を無料開放します。詳しくは、同
館へお問い合わせください。

 ８月１日㈪～10月31日㈪まで
 1040298

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。

 ８月５日㈮・20日㈯、10時～11時
 プラザおでって（中ノ橋通一）
 独身の子をもつ親や同ボランテ

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

いわてへのＵターン・移住の
ススメ

県定住推進・雇用労働室　☎629-5588
盛岡駅ビルフェザン（盛岡駅前通）１
階イベントスペースに移住相談ブー
スを設置します。県外から帰省する
人を対象に、岩手で働く魅力や移住
支援制度の紹介のほか、Ｕターン移
住に関する相談を受け付けます。

 ８月10日㈬～16日㈫、10時～
18時

新型コロナウイルスに関する
労災保険給付

岩手労働局　☎604-3009
業務が原因で新型コロナウイルス
に感染した場合、労災保険給付の
対象になります。詳し
くは厚生労働省のホ
ームページをご覧くだ
さい。

斑点米カメムシ類の防除と
ミツバチへの被害防止

盛岡農業改良普及センター　☎629-6726
ＪＡいわて中央　☎638-0011

８月から斑点米カメムシの防除が
始まります。近年、この防除に関連
すると思われるミツバチの死亡事
例が発生しています。事前に水稲
生産者と蜜蜂飼養者などで農薬
散布の注意事項や巣箱の移動など
について十分話し合い、実施して
ください。

 1020048

寄付をいただきました

■㈲佐々木教材社
　吉田等

ひとし

代表取締役
交通安全のぼり旗164枚。小学校通
学路の交通事故防止啓発のために。

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

８/７
㈰

大澤クリニック 茶畑二丁目８-３ 652-0038
なかつか消化器内科クリニック中太田新田25-270 613-2727
秋浜内科クリニック 渋民字駅103 683-2333
大澤クリニック 茶畑二丁目８-３ 652-0038

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

惣門歯科 南大通三丁目10-11 625-1311
茶畑薬局 茶畑二丁目６-14 622-1800
イース薬局 中太田新田25-140 656-8036
たくぼく薬局 渋民字駅104 669-5800
調剤薬局アスティこうの 緑が丘四丁目１-50 662-2877

８/11
㈭

もりおか往診ホームケアクリ
ニック 北飯岡三丁目20-３ 614-0133
本間内科医院 上田二丁目20-13 622-5970
ヒロバランスクリニック 松園二丁目37-10 664-6037
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

じろう歯科クリニック 開運橋通１-21 622-4755
トマト薬局北飯岡店 北飯岡三丁目20-32 618-2657
ワカバ薬局 材木町６-15 622-3067
マリーン薬局 松園二丁目37-８ 664-0566
こなん薬局 上田字松屋敷23-３ 664-1115

８/14
㈰

大浦内科・歯科クリニック 津志田西二丁目13-３ 639-3315
松園第二病院 西松園三丁目22-３ 662-0100
緑が丘整形外科 緑が丘三丁目２-45 664-1555
川久保病院 津志田26-30-１ 635-1305
大館歯科クリニック 大館町26-50 646-6825
つばさ薬局 津志田西二丁目13-５ 632-2166
共創未来松園薬局 西松園三丁目20-12 664-0397
エメラルド薬局緑が丘店 緑が丘三丁目２-35 665-3360
オーロラ薬局 南仙北三丁目２-30 635-1233

�内科　  外科・整形外科
 小児科　 �歯科　  薬局

令和３年度３級問題（正解は12ページに掲載）
　先祖の霊を送り無病息災を祈る「盛岡舟っこ流し」は８月何日に行われますか。
①13日　②14日　③15日　④16日

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。　

も
り

けんに挑戦
！

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

移住
定住 数人

昭和48年４月２日以降に生まれ、直近７年間
に通算して４年以上、岩手県外に本社を置く
民間企業などでの職務経験がある人

就職
氷河期 数人 昭和48年４月２日～昭和63年４月１日生まれ

の人

高校卒
程度 数人

平成９年４月２日～平成17年４月１日生まれ
の人で、次のいずれにも該当しない人
①短大卒以上の人（令和５年３月31日までに
卒業見込みの人を含む）
②市長が①と同等の資格を有すると認める人

短大卒
程度 数人

平成７年４月２日～平成15年４月１日生まれ
の人で、大学卒または令和５年３月31日まで
に大学卒業見込みではない人

土木・建築・
電気技術職

移住
定住 数人

昭和48年４月２日以降に生まれ、直近７年間
に通算して４年以上、岩手県外に本社を置く
民間企業などでの職務経験がある人

土木技術職

高校卒
程度 数人

平成７年４月２日～平成17年４月１日生まれ
の人で、次のいずれにも該当しない人
①短大卒以上の人（令和５年３月31日までに
卒業見込みの人を含む）
②市長が①と同等の資格を有すると認める人

短大卒
程度 数人

平成５年４月２日～平成15年４月１日生まれ
の人で、大学卒または令和５年３月31日まで
に大学卒業見込みではない人

史跡調査職 数人
平成２年４月２日以降に生まれ、大学または
大学院で考古学や歴史学またはこれらに類す
る課程を修めて卒業した人（令和５年３月31
日までに卒業見込みの人を含む）

障がい者を対象に
した一般事務職 数人 平成５年４月２日～平成17年４月１日生まれ

の人

作業療法士 １人 昭和60年４月２日以降に生まれ、作業療法士の
免許を有する人（免許取得見込みの人を含む）

看護師 10人
程度

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（免許取得見込みの人を含む）

技能労務職（全般） 数人 昭和48年４月２日以降に生まれた人
技能労務職

（調理員・任期付き） 数人 年齢要件無し

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：９月18日㈰　  市内会場※受験票と一緒に通知
 応募フォーム：受験案内は、市役所本庁舎４階の同課や各支所など

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。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。

２次救急医療
機関の受入診
療科はこちら

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。

市職員を募集します  職員課☎626-7505 　
 1040385


