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（　　　　　    ）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。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
新型コロナウイルス感染症関連目次

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

１ どう考えればいいの？ マスクの着用
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４－５ 子育て情報ひろば、小児救急
６ イベント情報
７ もりおかインフォ
８ 健康ひろば、休日救急当番医
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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

　新型コロナウイルス感染症に関するマスク着用の効用
について改めて考えながら、これからも基本的な感染防
止対策を続けましょう。
 企画総務課☎603-8301　※３月３日現在の情報ですどう考えればいいの？マスクの着用

新型コロナウイルス感染症関連情報

令和５年３月13日㈪ から

個人の判断が基本となりました

これまでの
マスク着用の
基本的な考え方

屋外：原則不要

屋内：原則着用

どう変わる？

サービス拡充！

盛岡 City Wi-Fi
　３月24日㈮からサービスエリアが拡充する、市の
公衆無線L

ラ ン

AN「盛岡 C
シ テ ィ

ity W
ワイファ イ

i-Fi」についてお知らせ
します。　  観光課☎626-7539

「盛岡 City Wi-Fi」とは？

「盛岡 City Wi-Fi」は、市民の皆さんや、国内外からの来訪者など誰で
も利用できる公衆無線ＬＡＮサービスです。スマートフォンやタブレットなど、
Wi-Fi機能を搭載した端末があれば、無料でインターネット接続ができます。
※３月３日現在、盛岡市役所本館１階市民ホールを含む６施設で利用できます。
Ｓ
エス

Ｓ
エス

Ｉ
アイ

Ｄ
ディー

（アクセスポイントの識別名）は、「morioka_city_wi-fi」です。 ▲「盛岡 City Wi-Fi」
　ロゴマーク

利用可能エリア
拡充後の「盛岡 City Wi-Fi」サービスは、
盛岡駅東口から盛岡八幡宮
までの市街地などで利用で
きます。詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。

接続方法
Ｓ
エス

Ｎ
エヌ

Ｓ
エス

・メールアドレスによる認証

参考：
厚生労働省ホームページ

ただし、次のような場面では引き続きマスクの着用が効果的です

医療機関の受診時・
医療機関や高齢者施
設などへの訪問時

混雑した電車やバスに乗車する時や、混雑した屋内で活動す
る時（特にも、感染拡大時や、高齢者・基礎疾患のある人・
妊婦など、重症化リスクの高い人などは気をつけましょう）

　症状がある人・新型コロナウ
イルス感染症の検査で陽性の
人・同居家族に陽性者がいる人
は、周囲に感染を広げないた
め、外出を控えましょう。
　通院など、やむを得ず外出を
する時には、人混みは避け、マス
クを着用しましょう。

症状がある時は？

マスクの着脱は強制ではありません

　マスクを着用するかどうかは、個人の主体的な
判断を尊重することが基本です。本人の意思に反
して、マスクの着脱を強制することがないよう気
を付けましょう。
※事業者の判断でマスク着用を求められる場合や従業
員がマスクを着用している場合があります

マスクの感染対策上の効果は変わっていません

　新型コロナウイルス感染症が終息したわけではありません。マスクの着用は、自
分が感染していた場合に、周りへの感染を防ぐために最も効果があります。引き続
き、「密閉・密集・密接」の３つの密の回避、場面に応じたマスクの着用、手洗いなど
の手指衛生・換気など、基本的な感染防止対策に取り組みましょう。
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　住民異動などの届け出が増える時期に合わせ、市は、月～金曜の窓
口の受付時間を延長するほか、休日にも手続きを受け付けます。取り
扱う業務や受付窓口は、表１のとおりです。手続きに必要な書類など
詳しくは、各窓口へお問い合わせください。 　  1000447

● 平日の時間延長：
　３月22日㈬～４月４日㈫、18時半まで

市役所や市保健所などへ車で来る場合は、市指定駐車場が便利です

表１　時間延長・休日開設をする窓口など

受け付け業務 受付窓口
本庁舎と市保健所（神明町） 都南総合支所 玉山総合事務所

住民異動届、印鑑登録、証明書交付（住民登録・
印鑑登録・戸籍関係）、マイナンバーカード、電
子証明書関係 市民登録課（本庁舎１階）☎613-8309

市民係（１階）
☎639-9030 税務住民課（１階）

☎683-3874
※３/23㈭・30㈭は、印鑑登録・
証明書交付のみ19時まで市・県収入証紙販売 地域支援係（１階）

☎639-9035
市・県民税所得・課税証明書交付 市民税課（本庁舎２階）☎626-7504

税務福祉係（１階）
☎639-9058
※一部、対応していない業
務があります。詳しくは、お
問い合わせください

国民健康保険・後期高齢者医療の手続き
納付相談（健康保険課のみ） 健康保険課（本庁舎１階）☎626-7527

健康福祉課（１階）
☎683-3869
※一部、対応していない業務が
あります。詳しくは、お問い合わ
せください

児童手当、児童扶養手当の手続き（医療助成年金
課は児童手当のみ。都南総合支所は、児童扶養手
当の新規を除く）

子ども青少年課（市保健所４階）☎613-8354
医療助成年金課（本庁舎２階）☎626-7528

身体障害者手帳・療育手帳・障害児福祉手当・特
別障害者手当・特別児童扶養手当の住所変更など 障がい福祉課（本庁舎５階）☎613-8346

転入による要介護認定の申請、介護保険被保険者
証などの住所変更 介護保険課（本庁舎５階）☎626-7560

医療費助成の手続き 医療助成年金課（本庁舎２階）☎626-7528赤ちゃん手帳・予防接種券の交付 母子健康課分室（１階）
☎639-9031母子健康手帳・妊産婦健診票の手続き 子育て世代包括支援センター（市保健所１階）

☎613-2696

小・中学生の就学、転校手続き 教育委員会分室（本庁舎５階）☎639-9044 学務教職員課（３階）
☎639-9044

学務教職員課玉山分室（１階）
☎683-3820　※４/２㈰を除く

窓口の 時間延長 と 休日開設

● 休日開設：
　３月26日㈰・４月２日㈰、８時半～17時
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特に、月曜と３月31日㈮は
混雑が予想されます。平日
の時間延長や休日開設日を
ぜひご利用ください。

市営自転車等駐車場 の利用を

盛岡駅周辺では

 Ｆ
エ フ ピ ー

Ｐホーム's自転車駐車場☎622-0972
 1001859

　盛岡駅周辺は自転車などの放置禁止・規制区域です。同区域など
に放置されている自転車などは随時撤去しますので、自転車や原動
機付自転車などを駐車するときは市営自転車等駐車場を利用してく
ださい。使用料は、表２のとおりです。

▶ＦＰホーム's自転車駐車場
  （盛岡駅前自転車駐車場）

 ６時～21時（年末年始を除く）
 自転車

▶盛岡駅西口自転車等駐車場
 24時間（年中無休）
 自転車・原動機付自転車

・自動二輪車

表２　市営自転車等駐車場の使用料

区分 自転車 原動機付自転車
自動二輪車

１回（24時間までごと） 100円 150円
１カ月
定期駐車券

一般 2000円 3000円生徒など 1500円
２カ月
定期駐車券

一般 3800円 5700円生徒など 2800円
３カ月
定期駐車券

一般 5700円 8600円生徒など 4200円

・�「生徒など」は、小・中学生と高校生、専門学校生、大
学生、大学院生です。定期駐車券を申し込みの際には
学生証を提示してください
・�定期駐車券は、２つの駐車場で共通して使用できます
・�定期駐車券の「１カ月」は、月の初日からその月の末日
までを指します
・�回数駐車券もあります。詳しくは、お問い合わせください
・�ＦＰホーム's自転車駐車場は、２時間以内の使用は無
料です

・����歩行者、特に車いすの人や
点字ブロックを使う人の通
行の妨げになります
・�火事や救急などのときの緊
急活動に支障が出ます
・街の景観を損ねます

自転車等放置禁止区域

自転車等放置規制区域

アイーナ

マリオス
盛岡駅

盛岡駅前
エリア

西口エリア

ＦＰホーム's自転車
駐車場（盛岡駅前自
転車駐車場）※撤去
自転車返還場所

盛岡駅西口
自転車等駐車場

開運橋

旭橋

不来方橋

北
上
川

下記の区域に駐車している自転車などは撤去します
N

市役所は４月から 新体制 に

　引っ越しなどで、水道・下水道を使い始めるときや使わなくなっ
たときは、引っ越しの５日前までにインターネットで
申し込むか、上下水道局お客さまセンターへご連絡く
ださい。家事用井戸水や農業集落排水施設の使用人数
に変更がある場合も、連絡が必要です。詳しくは、同
センターにお問い合わせください。

 上下水道局お客さまセンター☎623-1411

■ 電話で手続きする場合
 上下水道局お客さまセンター☎623-1411

　 営業時間：平日の月～金曜、８時半～17時半水道ぼうや

■ インターネットで手続きする場合

上下水道局ホームページ内
引っ越し時の手続きぺージはこちら▶

上下水道の手続きを忘れずに

引っ越しをするときは

水道料金などの支払いは
便利な口座振替で！

● 動物愛護担当の設置
　動物の保護や譲渡、動物取扱業の監視指導など、動物愛護の取
り組みを進めるため、動物愛護担当を設置します。
※受け付けは６階です

（保健所５階、生活衛生課内）

● 盛岡市学校給食センターの設置
　都南学校給食センターの代替施設として、盛岡市学校給食セン
ター（向中野字幅）を設置します。

　市は組織機構を一部見直し、４月から新しい体制でスタートしま
す。市役所を利用する際は、各課の場所を確認の上、お越しください。

  組織の見直し：職員課☎626-7505
　庁舎や各課の場所：管財課☎626-7507

● 新市庁舎整備室の設置
　新市庁舎整備を推進するため、新市庁舎整備室を設置します。

（本庁舎４階、管財課内）

2023ミスさんさ踊りなどを募集

【募集人数】太鼓110人、踊
り50人※小学生。踊りは4・5
歳の子も参加できます
【 費 用】参加料
8000円と浴衣
などの購入費１万
4000円程度

　盛岡さんさ踊りを盛り上げ
る「ちびっこさんさ」を募集し
ます。太鼓は主催者が100個
準備しますが、自分で用意で
きる人を歓迎します。応募方
法など詳しくは、市ホームペ
ージをご覧ください。

 まるせい呉服店内、盛岡ちびっこさんさ運営委員会事務局
　 ☎629-9287

　盛岡さんさ踊りの『華』と
して祭りを盛り上げる「ミス
さんさ踊り」と「ミス太鼓」
「ミス横笛」「うたっこ娘」
を募集します。応募資格や応
募方法など詳しくは、市ホー
ムページをご覧
ください。

【募集人数】ミスさんさ踊り
５人、ミス太鼓50人、ミス横
笛20人、うたっこ娘10人

 盛岡商工会議所内、盛岡さんさ踊り実行委員会事務局
　 ☎624-5880

 交通政策課☎613-8538

　前潟駅（上厨川字前潟）が３月18日㈯に開業します。始発から利
用でき、平日の朝の時間帯には、雫石駅発盛岡駅行きの列車が１本
新設されます。なお、ロータリー・バイク置き場・駐輪場は、３月19
日㈰からご利用できます。

N

　水道料金などの支払いは、便利で確実な口座振替がお勧めです。口座振替の場合、水道料金を
月50円割り引きます。また、２カ月ごとから毎月の口座振替に変更することもできます。口座
振替の申し込み方法や必要なものなど詳しくは、同センターにお問い合わせください。

　迷惑駐車は

やめましょう！

申し込みは土・日曜、祝日も受け付けます。ただし、開閉栓作業
は営業時間内に行います。

前潟駅 が 開業します！

※所定時間分の無料券を
お出しできます。用務先
の課で駐車券を提示して
ください
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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。

子育て情報ひろば

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

４月
日 月 火 水 木 金 土

１
中央

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
国立 日赤 中央 国立 中央 国立 日赤
９ 10 11 12 13 14 15
中央 日赤 中央 国立 中央 日赤 国立
16 17 18 19 20 21 22
中央 日赤 中央 国立 中央 日赤 中央
23 24 25 26 27 28 29
日赤 中央 日赤 国立 中央 国立 日赤
30
中央

 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

■看護師に電話で相談できます（年中無休）
　病気への対処や受診の相談について、経験豊富な看護師に相談でき
る窓口です。

 ☎605-9000または #8000
 19時～23時・・・・こども救急相談電話（県内の看護師が対応）

　 23時～翌日８時・・こども夜間ケアダイヤル（県外の看護師が対応）
■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。（８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

■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。

■��ホリデーサイエンス
　「もえるヒミツ」
身近な物を使って火の実験をします。

 ４月の土・日曜と祝日、10時～
10時15分と11時～11時15分※23
日㈰を除く

 各５組※１組４人まで。小学生
以下は保護者同伴

 当日の９時から整理券を配布

■�ワークショップ「コップ�de�ラン
タン」

スマートフォンのライトで簡単に光
るカラフルな模様のランタンを作
ります。

 ４月の土・日曜と祝日、14時半
～16時

 各30人
 各100円※別途展示室入館料

が必要
 随時受け付け

■ナイトミュージアム
　「星を見る会」
星座探しと、天体望遠鏡を使った
天体観察をします。※悪天候時は
中止

 ４月１日㈯19時～20時
 30人
 電話・窓口：３月18日㈯９時から
■科学技術週間「特別展示」
県内企業の特許・実用新案例など
の製品や技術例と、令和４年度発
明クラブアイディア作品の展示。

 ４月15日㈯～23日㈰

■科学技術週間イベント
　「高木先生のカミナリ実験」
岩手大の高木浩

こ う

一
い ち

教授によるカミ
ナリ実験と静電気づくり。

 ４月23日㈰、10時40分～11時
10分と１１時40分～12時10分

 各６組※１組４人まで。就学前
の子は保護者
同伴

 当日の９
時から整理券
を配布

子ども科学館へ行こう！
同館（本宮字蛇屋敷）では次のとおりイベントを
開催します。　  子ども科学館☎634-1171

子ども科学館マスコット
キャラクターこかぼう

コップで作ったランタン 実験の様子

昨年の展示会の様子

実験の様子わくわく子育てPICK UP

子どもの一時預かりなどをする
ボランティア活動の説明会を開
催します。

 ４月12日㈬・17日㈪・５月12
日㈮、10時～12時・13時半～15
時半※いずれか一回のみ参加

 市総合福祉センター
（若園町）

 電話：３月22日
㈬９時から

①子育てと家事支援の
有償ボランティア説明会

季節の行事などを親子で楽しむ
サークル「わんぱく広場」の会員
を募集します。活動場所など詳
しくは、お問い合わせください。

 開催時間：毎週水曜、10時～
11時半

 １歳～就学前の子と保護者
 月500円
▶見学会

 ４月19日㈬・26日㈬
 電話：３月20日㈪９時から
 見前南地区公民館（西見前13）

②子育てサークル見学会
の開催と会員募集

   ①市ファミリーサポートセンター☎625-5810
　 ②わんぱく広場の山崎さん☎090-8259-8796

子どもの予防接種
 指導予防課☎603-8307　  1002154

　市が赤ちゃん手帳などで配布する予診票（予防接種券）に必要
事項を記入して母子健康手帳と共に持参し、市内の予防接種実施
機関を受診してください。事前に予約が必要な場合があります。
予診票がない人は、次のいずれかに母子健康手帳を持参し、ご相
談ください。

　次の予診票は、学校を通じて配布します。
▶日本脳炎（第２期）：小学４年生時
▶ジフテリア・破傷風（第２期）：小学６年生時
▶HPV（女子のみ）：中学１年生時

　予防接種は子どもが健康に過ごすために大切です。効果や目的、
副反応などをよく理解し、医師と相談して接種しましょう。

は忘れずに！

予防接種の受け方

 指導予防課（市保健所６階）・医療助成年金課（市役所本庁
舎２階）・母子健康課分室（都南分庁舎１階）・健康福祉課（玉
山総合事務所１階）

本 と の ふ れ あ い （♥）は幼児～小学生が対象の催しです。

市立図書館
（上田四）※上田公民館内

☎604-1515
 1040089
■おはなしのじかん
うれし野こども図書室の皆さんに
よる語りと絵本の読み聞かせ。

  ３月25日㈯11
時～11時20分は４歳
～小学１年生、11時
25分～11時55分は
小学２年生以上
■おはなしころころ
わらべ歌を歌いながら体を動かし
て遊びます。

  ４月14日㈮10時20分～11
時は１歳３カ月以上の子と保護者、
11時10分～11時半は１歳２カ月以
下の子と保護者

 高松地区保健センター（上田字
毛無森）

都南図書館（永井24）
☎637-3636

 1000831
■おとぎのへや（♥）
絵本の読み聞かせと紙芝居など。

 毎週土曜、14時半～15時
 幼児～小学生

と保護者

■おはなしのじかん
絵本の読み聞かせと手遊びなど。

 ４月12日㈬11時～11時25分
 ０～２歳の子と保護者

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。

 ４月12日㈬15時～15時半
 1000842

中央公民館（愛宕町）
☎654-5366

■図書室児童書コーナー
　「春休みクイズ」
本に関するクイズに正解するとプ
レゼントがもらえます。

 ３月21日㈫～４月２日㈰
 小学生以下の子と保護者
 1034191
■すみっこおはなし会
ボランティア「おはなしすみっこ」
による読み聞かせ。

 ４月２日㈰・16日㈰、11時～11
時半

 1040414

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。

 ３月22日㈬は10時半～11時、

４月12日㈬は11時～11時半
 幼児と保護者
 1000698

西部公民館（南青山町）
☎643-2288

■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。

  ４月19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　  1030304

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。

 ４月12日㈬10時～11時半
 ０歳～就園前の子と保護者
 1041831

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。

 ①４月11日㈫②25日㈫、10時
～11時半

 市保健所（神明町）
 各10組※令和４年12月生まれの

子と初めて子育てしている保護者
 電話：①３月14日㈫14時から

②４月11日㈫14時から
 1002133

パパママ教室
母子健康課　☎603-8303

妊娠中の健康管理や産後の過ごし
方などの講話と沐

も く

浴
よ く

見学。
 ４月16日㈰、10時～12時と13

時半～15時半
 市保健所（神明町）
 各13組※８月に出産予定の初

妊婦と夫
 電話：４月７日㈮

14時から
 1002116

こんにちはママさん講座
「あんあんコース」

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

育児や離乳食についてのアドバイ
スや看護師の講話、母親同士の交
流など。

 ５月18日㈭・25日㈭、全２回、
10時～11時半

 都南公民館（永井24）
 20組※令和４年10月～12月に

生まれた子と保護者　  100円
 電話：４月10日㈪10時から
 1002663

親子でふれあい遊び
とりょう支援センター　☎651-8580
 1002663
▶ぴよぴよルーム
親子で遊ぶほか、離乳食や赤ちゃ
んとの遊び方など子育ての悩みを
相談できます。

  ３月24日㈮は飯岡地区保健
センター（下飯岡８）、４月４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
▶ウッドトイ遊びの広場
木で作られたおもちゃのぬくもり
を感じながら遊びます。

 ４月７日㈮10時～11時半
 高松地区保健センター
 ２歳以下の子と保護者
▶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。

  ４月13日㈭は都南公民館
（永井24）、18日㈫は高松地区保
健センター、10時～11時半

 １～３歳の子と保護者

南公園サッカークラブ
いわぎんスタジアム　☎632-3344

基本的な技術を習得し、楽しくサッ
カーを学びます。場所や金額など
詳しくは、お問い合わせください。

 ４月４日㈫～来年３月26日㈫、
幼児は14時50分～15時50分、小
学１・２年生は16時～17時、小学３
～６年生は17時15分～18時45分

 電話・窓口：３月21日㈫11時から
 1034078

子育てを応援親
向け

一緒に楽しもう親子
向け

 

1002116
ベビママふぃっとねす教室

（ピラティス）
盛岡タカヤアリーナ　☎658-1212

親子がピラティスで交流しながら
リフレッシュします。

 ４月11日㈫・17日㈪、全２回、
10時～11時

 盛岡タカヤアリーナ（本宮五）
 15組※３歳以下の子と保護者
 1800円
 電話：３月19日㈰11時から
 1031910

キャラホール少年少女
合唱教室

都南公民館　☎637-6611
�syounen-syoujyo@mfca.jp

歌うことが大好きな子が集まって合
唱を練習し、ステージ発表をします。

 ４月15日㈯～12月23日㈯、全30
回、低学年クラス（小学3・4年生）は14
時～14時50分、高学年クラス（小学５
年～中学３年生）は15時～16時半

 都南公民館（永井24）
 各40人
 各1500円※別途親の会活動費

1500円が必要
 電話・窓口・メール：３月19日㈰

10時から　  1034193

わくわく体験子
向け
ども
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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 もりおかインフォ

　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ
休日納付相談 ３/26㈰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★

４/10㈪・24㈪
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★

４/５・12・19・26
水曜、10時～15時

岩手弁護士会
☎623-5005

★要事前申し込み

　建物外部の塗装は「景観の届け出」
看板設置は「許可申請」が必要です！

お忘れ
なく！

 景観政策課　▶景観の届け出について：☎601-5541
▶看板について：☎601-5078　

　新築や増築の他、建物の屋根
や外壁の塗り替えや張り替えを
する場合は、景観法に基づく届
け出が必要です。また、看板を設

置する場合は原則として条例に
基づく許可申請が必
要です。いずれも事前
にご相談ください。

　既存の建物を前と同じ色に塗装する場合でも、色彩が制限され、届
け出が必要となる場合があります。その場合、着工の30日前までに届
け出る必要があり、全ての看板には点検・維持管理の義務が生じます。

ことが難しい人の支援のために役
立てられます。詳しくは、お問い合
わせください。　  1026937

スポーツ安全保険に加入を
スポーツ安全協会

　☎0570-087109（ナビダイヤル）

令和５年度分の申請を受け付けて
います。補償内容など詳しくは、お
問い合わせください。

 スポーツや地域活動などをする
４人以上の団体

 掛け金：１人800円から
 「スポあんネット」の

応募フォームで随時受け
付け

宝くじの助成金で活動備品を
整備

市民協働推進課　☎626-7535
宝くじの社会貢献広報事業である、
自治総合センターのコミュニティ
助成により、滝の下町内会が太鼓
や会旗、音響機器などを整備しま
した。

森林を開発するときの手続きが
一部変更に

盛岡広域振興局林務部　☎629-6611
４月から森林に太陽光発電施設を
設置するなどの開発をする場合に

の募金にご協力ください。昨年度
の募金額は600万3214円で、地
域緑化活動や森林環境保全啓発
事業などに活用しました。

 ３月20日㈪～５月31日㈬
 1008281

太田支所が元の場所に戻ります
市民登録課　☎626-7501

大規模改修が完了し、太田支所は
３月27日㈪から元の場所（中太田
深持）に戻ります。現在の場所で
の業務は３月24日㈮までです。再
開後の業務内容や受付時間、電話
番号に変更はありません。　

 1039802

工事前に遺跡の有無を確認
遺跡の学び館　☎635-6600

建築や造成、農地改良など土地を
改変する工事を行う際、その土地
が遺跡やその隣接地の場合には、
工事開始60日前までの届け出が
必要です。該当の有無や手続き方
法など詳しくは、計画時にご相談
ください。　  1009370

山火事に注意してください
林政課　☎613-8451

３月から５月までは山火事防止月
間です。山火事が発生すると一度
に多くの緑が失われます。今年の
標語は「火の確認　山を愛する　
あなたのマナー」。春は空気が乾
燥し、風の強い日が多く、山火事
が起こりやすい条件が重なります。
たばこの投げ捨てと、強風時の野
焼きは絶対やめましょう。

 1008263

読み終えた本の寄付にご協力を
地域福祉課　☎626-7509

市社会福祉協議会　☎651-1000

読み終わった本の寄付を受け付け
ています。本は、一般の仕事に就く

盛岡ブランド市民推進委員会の
委員

都市戦略室内、盛岡ブランド市民推進
委員会事務局　☎613-8370

盛岡ブランドを推進するための活
動を行い、意見や提言を述べる委
員を１人募集します。任期は５月１
日～令和７年３月31日（予定）です。

 次の全てに該当する人①令和５
年４月１日現在で市内に１年以上
住んでいる②平成17年４月１日以
前生まれ③平日の日中に開催され
る年３回程度の会議に出席できる
④委員会が実施する事業に積極
的に参加できる

 市役所本庁舎８階の同室や１階
の窓口案内所、各支所などに備え
付けの応募用紙に必要事項を記
入し、〠020-8530（住所不要）市
役所都市戦略室へ郵送または持参。
郵送は３月31日㈮必着。持参は同
日17時半まで　  1042074

水質検査計画を策定
浄水課水質管理センター　☎652-2961
市民の皆さんが安心して水道水
を利用できるよう、令和５年度水
質検査計画を策定し、表のとおり
水質検査の内容を定めました。同
計画は上下水道局お客さまセンタ
ー（愛宕町）や水質管理センター
（加賀野字桜山）に備え付ける他、
上下水道局のホームペ
ージに掲載しています。

緑の募金へご協力を
林政課　☎626-7541

森を守り育てることを目的とした緑

都道府県知事の許可が必要になる
場合があります。内容について詳
しくは、お問い合わせください。

県特定（産業別）最低賃金改正
岩手労働局　☎604-3008

昨年12月31日および本年１月１日
に特定の業種で働く労働者の最低
賃金が改正されました。改正され
た業種など詳しくは、同局に問い
合わせるか、同局のホームページを
ご覧ください。　  1008114

寄付をいただきました

■イオンモール株式会社
　岩村康

や す

次
つ ぐ

代表取締役社長
２億円。田沢湖線前潟駅整備事業
のために。
■東北銀行従業員組合
　古

ふ る

澤
さ わ

佑
ゆ う

介
す け

執行委員長
図書カード。児童の読書活動推進の
ために。

募　集

お知らせ

＜お詫びと訂正＞
３月１日号９ページ「震災短編小
説「あの日から」より３作品連続
公演」の記事に誤りがありまし
た。「いわてアートサポートセン
ター」の正しい問い合わせ先は
☎656-8145です。お詫

わ

びして訂
正します。

表　水質検査の概要
種類 内容

毎日検査項目
（水道法で義務付けら
れている３項目）

【項目】色や濁り、残留塩素
【場所】指定した蛇口
【回数】１日１回

水質基準項目
（水道水の要件として
水道法で定められてい
る51項目)

【項目】一般細菌や大腸菌、金属類、消毒副生成物、味など
【場所】水源や配水池、指定した蛇口など
【回数】項目により年１～12回

水質管理目標設定項目
（水質管理上留意すべ
き27項目）

【項目】金属類や農薬類、消毒副生成物、腐食性など
【場所】水源や配水池、指定した蛇口など
【回数】項目により年１～12回

総合プール
〠020-0866 本宮五丁目３-１

☎634-0450

■水球教室
試合形式の練習とスイム練習をし
ます。

 ３月18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　
 月４回コース3300円、月８回コ

ース5500円※１回追加は880円
 電話：随時受け付け
 1037738

盛岡タカヤアリーナ
〠020-0866 本宮五丁目４-１

☎658-1212

■卓球教室
 ４月６日㈭・13日㈭・17日㈪、

全３回、10時～12時
 32人※18歳以上　  2100円
 電話：３月18日㈯10時から

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

■アイスリンク放課後カーリング
　春休み企画親子体験会

 ３月27日㈪～29日㈬、15時～
16時半

 各４組※未経験の小学生と保
護者　  各500円

 電話：３月20日㈪10時から
 1032416

ゆぴあす
〠020-0102 上田字小鳥沢148-103

☎662-1414

■ ①フロア教室無料体験②水泳教
室③選べるレッスン

内容や対象、費用など詳しくは、
市ホームぺージをご覧ください。

 ①４月１日㈯～28日㈮②③４月

10日㈪～６月23日㈮、全10回※い
ずれも第２火曜は休館のため、前日
に振り替え

 電話：①３月18日㈯10時から
②③３月26日㈰10時から

 1041948

中央公民館
〠020-0013 愛宕町14-１

☎654-5366　ファクス653-3505

■ すきまの時間　おとなのための
おはなし会

おはなしボランティア「おはなし
ポット」による詩、エッセイ、文学
作品などの朗読や、楽器の弾き語
り、民話の語りなど。

 ４月１日㈯14時～14時40分
 おおむね中学生以上
 1041433

■ リニューアル３周年・桜満開の見
学会

桜が満開の時期に、同公民館の全
21室と国の重要文化財・旧中村家
住宅を紹介します。

 ４月19日㈬10時～11時半　
 40人
 往復はがき・ファクス・応募フォ

ーム：３月31日㈮必着　
 1035727

渋民公民館
〠028-4132 渋民字鶴塚55

☎683-2354
kouza-himekami@mfca.jp

■ヒストリア玉山　
講師の解説を聞きながら、玉山地
域の見どころを歩いて巡ります。

 ４月28日・５月12日・19日、金
曜、全３回、９時～13時

 サクラパーク姫神（日戸字姥
懐）、渋民近郊の旧跡、もりおか近
郊自然歩道生出コース※集合は同
公民館

 20人※約２時間歩ける人　
 90円
 往復はがき・メール：４月７日㈮

必着　  1034329

市立図書館
〠020-0066 上田四丁目１-１（上田公民館内） 

☎604-1515

■児童文学を読む会
いとうみく作『朔

さ く

と新
あ き

』（講談社）。
 ４月26日㈬10時～12時
 1040089

原敬記念館
〠020-0866 本宮四丁目38-25

☎636-1192

■生家公開
市指定文化財の原敬の生家を公開
します。

 ４月～10月の土・日曜・祝日、
９時～16時　  1020029

都南歴史民俗資料館
〠020-0842 湯沢１-１-38

☎638-7228

■ 鎌田コレクション　旧暦ひなまつり展
市内在住の鎌田隆

たかし

さんが収集し
た、木製や陶製などのひな人形や
花巻人形を展示します。

 ３月18日㈯～４月16日㈰、９時
～16時　

 1023265

サンライフ盛岡
〠020-0861 仙北二丁目４-12

☎635-9600

表のとおり講座を開催します。

 電話

ボール遊び教室
まつぞのスポーツクラブ　☎663-9280
ドイツ発祥のバルシューレ★を体
験します。

 ①４月３日～24日、月曜、全４
回②４月５日・19日・26日、水曜、
全３回、いずれも15時～16時

 ①高松地区保健センター（上田
字毛無森）②松園地区公民館（東
松園二）

 各８人※４～６歳　
 各2400円
 同クラブのホームペー

ジ：３月31日㈮16時まで

東日本大震災12年慰霊オペラ
コンサート〈星の槎

いかだ

に乗って〉
ニイタカプラス㈱　☎022-380-8251

盛岡出身の野田ヒロ子をはじめ、創
立90周年を迎える日本最古のオペ
ラ団体・藤原歌劇団で活躍する本
格派歌手ら９人によるコンサート。

 ４月14日㈮18時～19時半
 市民文化ホール小ホール（盛岡

駅西通二）　
 4000円※18歳以下無料
 市内各プレイガイドで販売中

歩くスキーツアー八幡平
市スキー協会の三浦さん

☎692-5899
早春の源太森や八幡沼、八幡平山
頂周辺（いずれも八幡平市）を歩く
スキーで散策します。

 ４月16日㈰９時半～16時
 集合は東北自動車道西根イン

ターチェンジ駐車場（八幡平市）
 10人※歩くスキー経験者でス

キー中級以上の人　  2000円
 電話：４月12日㈬17時まで
 1025808

表　サンライフ盛岡の講座内容など
講座名 日時 定員 内容（費用） 申し込み

春色のフラワート
ピアリーアレンジ

４/15㈯
10時～11時45分 ７人

ドライフラワーやプリザーブ
ドフラワーを使い、春をイメ
ージした植物のオブジェを制
作します。（3300円）

３/18㈯
10時から

はじめての太極拳 ４/17㈪10時～11時45分 10人
中国古来の伝統武術で、健康
法としても知られる太極拳を
体験します。（500円）

３/22㈬
10時から

春を奏でるはじめ
ての和音

４/28㈮
13時半～15時 ５人

盛岡生まれの小型琴「和音
（かずね）」で、春にちなん
だ曲を演奏します。（500円）

３/24㈮
13時半から

★148種類を超えるボールゲームを通し
てさまざまな体の動きを体験する運動

過去のイベントの様子

過去のイベントの様子

教室の様子
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地球環境に配慮したインキを
使用しています。

健康ひろば
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。

　睡眠は疲労を回復させ、心身の健康のために欠かせないものです。睡眠
不足は、注意力や集中力の低下、頭痛など体の痛み、消化器系の不調など
が現れるほか、うつ病など心の病や生活習慣病にかかりやすいことが分か
ってきています。心と体の健康を保つため、最も身近な生活習慣である
「睡眠」について考えてみましょう。

質の良い睡眠で、こころも体も健康に！

質のいい睡眠を取るためのポイント

健康増進課☎603-8309

もりおか健康21プランシリーズ

①決まった時間に起きる
②日光を浴びる
③朝食を忘れずに！

①定期的な運動習慣を
② 午後の眠気には15～
　20分の短い昼寝を

① 就寝４時間前からのコーヒーや紅茶、緑茶、１時間前からの喫煙は、
覚醒効果があるため控える

②40℃以下のぬるめのお風呂に20～30分ゆったりとつかる
③寝室の光は、寝る前は暖色系、眠るときには真っ暗がおすすめ

　まとめて睡眠を取る「寝だめ」を
することがありますが、寝だめを
してもその後の睡眠不足に耐えら
れるわけではありません。睡眠不
足が積み重なると、あらゆる不調
を引き起こしやすくなり、疲労回
復も難しくなります。日頃から、十
分な睡眠を取ることを心掛けまし
ょう。

　疲れがたまった時、ただ寝て過
ごすのではなく、リラックスした
り、自分を見つめたりする時間をつ
くること、趣味やスポーツ、ボラン
ティア活動などで活動的に過ごす
ことなどが真の休養につながりま
す。特に、有酸素運動は全身の血
の巡りを助け、肉体的、精神的疲労
を回復させるのでおすすめです。

朝 昼

夜

「寝だめ」は控えましょう 「積極的休養」を取りましょう

■市の推計人口（２月１日現在）
28万5062人（男：13万4543人、女：15万519人） 【対前月比】345人減
【世帯数】13万2188世帯　  企画調整課☎613-8397　 1019915

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
４/11㈫ 10時～12時 愛宕山老人福祉センター（愛宕町） 20人
４/13㈭ 13時半～15時半 松園老人福祉センター（西松園二） 20人
４/17㈪ 10時～12時 津志田老人福祉センター（津志田西二） 30人
４/18㈫ 13時半～15時半 加賀野老人福祉センター（加賀野四） 30人
４/19㈬ 13時半～15時半 青山地区活動センター（青山三） 15人
４/21㈮ 10時～12時 太田老人福祉センター（中太田深持） 20人

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：３月20日㈪10時から
 1003805

成人男性の風しん抗体検査・
予防接種

指導予防課　☎ 603-8307
風しんの追加的対策が令和７年３
月31日まで延長され、未検査・未
接種の対象者へ昨年６月にクーポ
ン券を送付しました。また、検査の
結果、予防接種の対象となった人
へお知らせのはがきを１月に送付
しました。風しんは、成人がかかる
と症状が重くなることがあり、妊
娠初期の妊婦が感染すると、生ま
れてくる子の目や耳、心臓に障害
（先天性風疹症候群）が起こるこ
とがあります。ご自身とこれから生
まれてくる子を守るため、検査と予
防接種を受けましょう。
 昭和37年４月２日～昭和54年

４月１日生まれの男性
 1027147

高齢者虐待防止と家族支援の
相談

長寿社会課　☎ 603-8003
高齢者への虐待は、介護者が心身
ともに疲労し、自覚のないままに
虐待をしてしまっていることも少な
くありません。虐待かもと思った
場合は、長寿社会課または地域包
括支援センターにご相談ください。
 1013142

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１）
 電話：３月18日㈯10時から

表２　健康教室の日程など
期日 時間 教室名 定員 費用
４/６
㈭

10時半
～

11時半

リフレッシ
ュ体操

各
10人

500円
※

４/13
㈭

かんたんコ
ロコロつど
りん教室

４/20
㈭

やさしいエ
アロビクス

４/28
㈮

ピラティス
体操教室

※初めての人は無料

■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。19時から21時
までは発熱外来のみ、21時以降が通常診療です。

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

３/19
㈰

おおどおり鎌田内科クリニック 大通二丁目７-23 606-5161
平野医院 西青山二丁目18-60 648-1395
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
鈴木整形外科 本宮字石仏20-１ 658-0202
よしだクリニック 西仙北一丁目30-50 635-8341
さとう歯科クリニック 永井20-１-91 637-7373
大通よつば薬局 大通二丁目７-20 681-4091
すみれ薬局 西青山二丁目18-57 645-2311
アヤメ薬局 本町通三丁目19-31 654-1401
ひばり薬局 西仙北一丁目30-51 635-9797

３/21
㈫

やまだ胃腸内科クリニック 津志田中央二丁目18-31 614-0180
本間内科医院 上田二丁目20-13 622-5970
さかもと整形外科 天神町11-３ 623-8555
吉田小児科 梨木町２-13 652-1861

ヒデ・デンタルクリニック 本宮七丁目１-１イオン
モール盛岡南２階 631-1418

なの花薬局津志田店 津志田中央二丁目18-23 614-9986
ワカバ薬局 材木町６-15 622-3067
ヨシダ調剤薬局 天神町11-４ 625-8148
ぺんぎん薬局 梨木町２-14 652-3345

３/26
㈰

本宮Cクリニック 向中野三丁目10-３ 631-2381
かなざわ内科クリニック 上堂一丁目18-24 647-3057
菊池整形外科・ 形成外科クリ
ニック 清水町５-22 606-5100

村田小児科医院 紺屋町３-４ 622-7132
佐藤博歯科医院 上田一丁目７-11 621-7011
リーフ薬局 向中野三丁目10-10 656-5877
なごみ薬局 上堂一丁目18-26 648-0753
清水町調剤薬局 清水町５-18 654-7253
こんや町薬局 紺屋町３-７ 653-1521

４/２
㈰

あべ菜園内科クリニック 菜園二丁目５-29 623-7000
中島内科クリニック 月が丘二丁目８-30 646-1903
八角病院 好摩字夏間木70-190 682-0201
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
佐藤誠歯科医院 西青山二丁目19-31 645-3330

公園通薬局 菜園二丁目５-29菜園志
和ビル１階 626-5656

スタイル薬局 青山三丁目６-２ 646-5757
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

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

２次救急医療機関の
受入診療科はこちら

▶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。

実施日 名称 所在地 電話番号
４/２㈰ 小笠原整骨院 好摩字上山13-20 682-0106
４/９㈰ 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
４/16㈰ さとう整骨院 月が丘一丁目26-22 641-7586
４/23㈰ 接骨院りゅう 本宮一丁目15-15 636-0066
４/30㈰ 村上整骨院 青山一丁目２-16 645-2313

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
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