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ファミリー
マート

岩手銀行
高松支店

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へどうぞ広　告

 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。

もりおかインフォ

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間納付相談
①９/８㈭
　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★

９/14㈬
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★ ９/15㈭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

２次救急医療機関の
受入診療科はこちら

■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。

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

９/４
㈰

川久保病院 津志田26-30-１ 635-1305
おおひら内科・循環器科クリニ
ック 梨木町２-２ 606-3765

池田外科・消化器内科医院 境田町５-18 648-3200
吉田小児科 梨木町２-13 652-1861
岡村歯科医院 大通二丁目６-14 625-8241
オーロラ薬局 南仙北三丁目２-30 635-1233
ぺんぎん薬局 梨木町２-14 652-3345
みつや薬局 中屋敷町１-33 648-6060

９/11
㈰

盛岡南病院 津志田13-18-４ 638-2020
かねこ内科クリニック 月が丘一丁目１-63 647-3333
みやた整形外科医院 上堂二丁目４-12 656-6350
村田小児科医院 紺屋町３-４ 622-7132
かめだ歯科医院 本宮三丁目46-31 634-0777
オリーブ薬局 本宮六丁目２-32 631-2165
みつばち薬局 月が丘一丁目１-63 647-3888
リリィ薬局盛岡北店 上堂二丁目４-11 681-0165
こんや町薬局 紺屋町３-７ 653-1521

９/18
㈰

佐藤内科クリニック 大通三丁目１-24第三
菱和ビル４階 626-1115

おはようクリニック 高松二丁目27-27 662-0840
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
むろおか骨粗鬆症・整形外科ク
リニック

菜園一丁目11-１エス
ビル菜園４階 613-2760

臼井循環器呼吸器内科・小児科 松園二丁目２-10 662-9845
中ノ橋歯科クリニック 中ノ橋通一丁目11-20 653-5233
大通よつば薬局 大通二丁目７-20 681-4091
あおい薬局 上田四丁目20-60 604-7103
エキナカ薬局Pharma-Labo 盛岡駅前通１-44 601-6256
のぞみ薬局 松園二丁目３-３ 662-7733

�内科　  外科・整形外科
 小児科　 �歯科　  薬局

　市内で民生委員・児童委員をかたる電話が相次いでいます。自分
の担当地域や名前を名乗らずに、「一人暮らしかどうか」「家族に
〇〇さん（具体的な名前）はいるか」など家族構成などの個人情報
を聞き出そうとするものです。不審な電話や訪問にはすぐに答えず、
家族に相談するなど十分ご注意ください。

 地域福祉課☎626-7509　  1040369

民生委員・児童委員をかたる
� 不審電話にご注意ください！

アプリで健康管理健康管理しませんか？
 スポーツ推進課☎603-8013　  1040408

　健康づくりアプリ「M
モ リ

ORI-W
ウ オ ー カ ー

ALKER」で健康記録やウオー
キングをすると健康ポイントが貯まり、抽選でM

モ リ オ

ORIO P
ペ イ

ayポイント
がもらえます。ぜひ日々の健康管理サポートとして活用してください。
▶リリース記念「健康づくりフェスタ」
アプリを使ったウオーキングのほか、ロゲイニング※やニュースポーツ
などを体験できます。

 ９月10日㈯９時～13時　  中央公園（本宮字蛇屋敷）
 ウオーキングとロゲイニングは応募フォ

ームまたはファクス603-8015で申し込み
が必要。９月７日㈬17時まで

 1040535 �ウオーキング ロゲイニング

９月上旬
リリース！

※�地図をもとに時間内にチェックポイントを回り、得点を集めるスポーツ

令和３年度３級問題（正解は12ページに掲載）
　盛岡城下には、市日に由来する旧町名がいくつかありましたが、
盛岡に実際にあったのは、次のどれですか。
①十日町　②十三日町　③十六日町　④二十日町

　
も
り

けんに挑戦
！

違反はり紙除却ボランティア
景観政策課　☎601-5078

無許可のものや禁止された場所に
貼られている違反はり紙を除却す
るボランティアを募集します。

 20歳以上で市内在住または在
勤の２人以上の団体

 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申請書に必
要事項を記入し、〠020-8532（住
所不要）市役所景観政策課へ郵送
または持参。随時受け付け

 1010263

「わたしと年金」エッセー
日本年金機構　☎03-5344-1100

「わたしと年金」をテーマにしたエ
ッセーを募集します。詳しくは、日
本年金機構ホームペー
ジをご覧ください。

 ９月９日㈮まで

金婚記念祝品の贈呈
長寿社会課内、金婚慶祝会実行委員会

☎603-8003

結婚50年を迎えたご夫婦の健康と
長寿を祝うため、希望者に記念祝
品を11月下旬に郵送で贈呈します。

 昭和47年１月１日～12月31日
の間に結婚した夫婦

 次のいずれかで申し込み①地域
の老人クラブ会長に申し込み②窓
口：市役所本庁舎５階の長寿社会
課③はがき：夫婦の住所と名前・ふ
りがな、生年月日、結婚年月日、電

話番号を記入し、〠020-8530（住
所不要）市役所長寿社会課内、金
婚慶祝会実行委員会へ郵送。９月
30日㈮必着。②は同日17時半まで。
電話とメール、ファクスでの申し込
みはできません　  1006420

排水設備無料点検
給排水課　☎623-1426

公共下水道や農業集落排水施設を
利用する一般住宅の排水設備を点
検します。内容など詳しくは、同課
へお問い合わせください。

 9月12日㈪～16日㈮　  20件
 電話：9月５日㈪９時～９日㈮17時

保育士カフェ
子育てあんしん課

☎613-8347　ファクス652-3424

保育士としての再就職に向けて不
安なことを一緒に話してみません
か。子ども連れでも参加できます。

 ９月16日㈮10時～11時半
 中央公民館（愛宕町）
５人※保育士資格はあるが、現

在保育施設で働いていない人
 電話・ファクス：９月14日㈬17

時まで　  1028531

初心者向けゲートキーパー研修
健康増進課　☎603-8309

こころに不調を抱えている人が出
すサインの気付き方や声の掛け方、
話の聞き方などについて学びます。
自分自身のストレスへの対処方法
も紹介します。

 ９月28日㈬14時～15時半
 市総合福祉センター（若園町）
 電話・応募フォーム：９月７日㈬

10時から　  1036471

お知らせ

募　集
起業家塾＠もりおか

立地創業支援室　☎626-7551
事業立ち上げまでの手順や事業成
功の具体策などを学び、自身のビ
ジネスプランを磨き上げます。

 10月６日～11月10日のおおむ
ね木曜、全６回、18時半～20時半

 市産学官連携研究センター（上
田四）

 16人※市内、滝沢市、紫波町、矢
巾町に在住または通学・通勤する人

 3000円
 応募フォーム：９月26日㈪まで
 1017559

指定管理者の
聞き取り審査を公開

資産経営課　☎603-8007
令和４年度に指定管理者を指定す
る施設の聞き取り審査会を表のと
おり公開します。傍聴を希望する
場合は、各担当課にお問い合わせ
ください。

 1011448

盛岡文士劇公演チケット一般発売
盛岡劇場　☎622-2258

「あのなはん」「口
こ う

上
じょう

」「一握の砂 
啄木という生き方」の３演目。

 12月３日㈯17時半～、４日㈰
13時～と17時半～

 盛岡劇場（松尾町）
 4000円※全席指定
 10月６日㈭９時から同劇場の

他、市民文化ホール（盛岡駅西通
二）とキャラホール（永井24）、姫
神ホール（渋民字鶴塚）で発売。
市内プレイガイドは同日各開店時

刻から、ローソンチケットは同日
10時から

 1024169

就学時健康診断を忘れずに
学校教育課　☎639-9045

来年度小学校に入学する児童がい
る家庭へ、９月上旬に案内を送り
ます。

  ▶盛岡・都南地域：９月下旬
～10月、各小学校▶玉山地域：10
月13日㈭13時半～15時、玉山総
合福祉センター（渋民字泉田）

 1028450

保護庭園と景観重要建造物を
公開

景観政策課　☎601-5541
市が指定している保護庭園や景観
重要建造物を無料公開しています。
※車での来場はお控えください
▶一ノ倉邸（安倍館町）

 水曜～日曜、10時～16時※12
月25日㈰～１月15日㈰は休み

 一ノ倉邸管理保存委員会
　 ☎646-1817
▶武田邸（長田町）

 ９・10月の第２・４土曜と11月
の第１・２土曜、13時～16時

 景観政策課☎601-5541
▶明治橋際の御蔵（南大通三）

 ４～10月の土・日曜、10時～16時
 御蔵管理委員会☎654-2468

▶旧宣教師館（大沢川原三）
 月曜～金曜、９時～17時※12

月29日㈭～１月３日㈫は休み
 大沢川原センター

 　☎654-6067

表　聞き取り審査会の日程など
施設名（所在地） 日時 会場 担当課

巻堀児童館（巻堀字巻堀）
９/２㈮
14時～

市役所本庁舎807
会議室

子ども青少年課
☎613-8356

日戸児童館（日戸字市の坪）
好摩児童館（好摩字野中）
渋民児童館（渋民字鶴塚）
盛岡南公園球技場（永井８） ９/６㈫14時40分～

プラザおでって
（中ノ橋通一）

スポーツ推進課
☎603-8006

永井地域交流活性化センター
（永井23）

９/13㈫
13時半～

市役所本庁舎807
会議室

市民協働推進課
☎626-7500

いわて盛岡ボールパーク
（永井７）

９/13㈫
14時～

市役所本庁舎404
会議室

スポーツ推進課
☎603-8006

市新事業創出支援センター
（北飯岡一）

９/13㈫
14時～

市新事業創出支援
センター

ものづくり推進課
☎626-7551

生出児童館（下田字仲平） ９/14㈬
14時～

中央公民館
（愛宕町）

子ども青少年課
☎613-8356

向中野児童センター
（向中野五）

９/29㈭
10時～

プラザおでって
（中ノ橋通一）

子ども青少年課
☎613-8356

太田地区活動センター・太田老
人福祉センター（中太田深持）

９/30㈮
14時半～

市役所本庁舎807
会議室

長寿社会課
☎603-8003

第十一回特別弔慰金の
請求手続きはお早めに
地域福祉課　☎626-7509

令和２年から受け付けを開始した
同弔慰金の請求期限は来年３月31
日㈮です。これから請求をする人
はお早めに手続きしてください。

 1030197

緑の募金にご協力を
林政課　☎626-7541

市役所本庁舎１階の窓口案内所に
振込用紙を用意します。ご協力を
お願いします。※春季の募金額は
515万7097円でした。ご協力あ
りがとうございました。

 ９月１日㈭～10月31日㈪
 1008281

小規模介護事業所による
合同就職面談会
県福祉人材センター

☎601-7062　ファクス637-9612
 h-sasaki.shakyo@docomo.ne.jp

地域の小規模事業所への就職のた
めの就職面談会を開催します。

 ９月９日㈮13時～15時

 ホテルメトロポリタン盛岡ニュ
ーウイング（盛岡駅前北通）

 介護の仕事に就職・転職を希
望する人や関心のある人など

 電話・ファクス・メール：９月８日
㈭まで

家族介護リフレッシュ交流会
地域包括支援センター川久保

☎635-1682

多肉植物の寄せ植え体験と参加者
の交流会をします。

 10月４日㈫10時～15時
 サラダファーム（八幡平市）
 10人※市内に住所があり、認

知症の人や要介護１以上の高齢者、
重度の障がいがある人を自宅で介
護している家族

 電話：９月５日㈪９時から

寄付をいただきました

■㈱高良　盛岡南営業所
　根

ね

子
こ

達
た つ

也
や

所長
トイレットペーパー100ロールとボ
ックスティッシュ60箱。ウクライナ
の避難民に対する支援のため。

※�令和４年度をもって慶祝会事業は終
了します�

　個人情報の保護に関する法律の施行にあたり、必要となる事項を定
める条例の概要への意見を募集します。資料は、市役所本庁舎６階の同
課や情報公開室、１階の窓口案内所、各支所、公民館などに備え付ける
ほか、市ホームページにも掲載します。
�任意の用紙に意見と住所、名前を記入し、〠020-8530（住所不要）

市役所総務課へ郵送または持参。ファクスと市ホームページでも受け付
けます。９月20日㈫必着。持参は同日17時まで　  1040653

パブリックコメント
  総務課☎626-7513　ファクス622-6211

皆さんの意見を
お寄せください


