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■手話奉仕員養成講座

　聴覚障がい者に関する知識と、

コミュニケーションに必要な初歩

的な手話技術を習得します。

【対象】 18歳～おおむね60歳の方

※入門課程39時間、基礎課程49時

間、合計88時間の受講が可能な人

【日程】 ５月～12月の毎週月・金曜

日、午後６時50分～８時50分

【会場】 まなび学園

【定員】 10人（先着順）

【受講料】 無料（テキスト代は自己

負担）

【申込期間】 ４月21日（木）～25日

（月）、午前９時～午後５時

【問い合わせ・申し込み】 ●本 障がい

福祉課（緯内線517）

■男女共同参画サポーター
　養成講座

　男女共同参画、男女間の暴力、仕事

と家庭の調和などについて学ぶ講座

です。受講した方は県の「男女共同参

画サポーター」に認定されます。

【日程】 ５月～10月（全７回）

【会場】 アイーナ（盛岡市）ほか

【受講料】 1，500円（テキスト代）

※交通費は市が助成します

【申込期限】 ５月９日（月）

※託児を利用できます（１歳程度

から就学前までの幼児）。詳しくは

下記へ

【問い合わせ・申し込み】 ●本 地域づ

くり課（緯内線457）

■市民講座「はなまき賢治セ
　ミナー（初心者向け）」

　講義や移動学習を通じ、郷土の先

人「宮沢賢治」への理解を深めます。

【対象】 市内に在住または勤務す

る方

【日程】 ５月～７月、全３回

※中・上級者向けセミナー（全３

回）を９月以降に開催予定です

【時間】 午前９時30分～午後３時

※一部、時間が異なる回があります

【会場】 まなび学園ほか

【定員】 70人（抽選。初めての方優先）

【受講料】 無料（教材費などは自己負担）

【申込期限】 ５月11日（水）

【問い合わせ・申し込み】 まなび学

園（緯23-4234）

胸第１回講座

【日時】 ５月20日（金）

【内容】 講演「宮沢賢治のエピソー

ドを語る」、宮沢賢治記念館見学

【対象】 35歳未満の勤労青少年

【時間】 午後７時～９時

【会場】 勤労青少年ホーム

【受講料】 無料（教材費は自己負担）

※ポラーノ会への会員登録（年会

費1,000円）が必要です

【申込期限】 各講座開始の３日前

【問い合わせ・申し込み】 勤労青少

年ホーム（緯23-4839）

胸勤労青少年ホームでは平成28年

度の会員を募集中です。登録会員

はスポーツや趣味、文化、教養など

幅広い分野の講座が無料で受けら

れるほか、会員同士が集まりサー

クル活動を行うこともできます。

日程定員講座名

６月６日～８月22日
の毎週月曜日（７月18
日、８月15日を除く）、
全10回

８人
ダンササイ
ズ

６月７日～６月28日
の毎週火曜日、全４回

10人
レザークラ
フト

６月15日・22日の水曜
日、全２回

８人
パステルアー
ト

６月29日・７月13日の
水曜日、全２回

10人 
ヘルシーお豆
腐スイーツ

■花巻ポラーノ 倶  楽  部 
く ら ぶ

■普通救命講習Ⅰ
　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を

使った心肺蘇生法や止血法、傷病

者の管理法などを学習します。

【日時】 ５月21日（土）、午前９時～

正午

【会場】 花巻市消防本部

【定員】 20人（先着順）

【受講料】 無料

【申込開始日】 ４月20日（水）

【問い合わせ・申し込み】 花巻中央

消防署（緯22-6124）、東和分署（緯42-

2119）、花巻北消防署（緯45-2119）、大

迫分署（緯48-2030）

胸今後の救命講習などの開催予定

※申込開始日などは、広報はなま

きや市ホームページ、エフエム・ワ

ンで随時お知らせします

■富士大学で学びませんか

　学生を対象とした講義を一般の

方にも公開します。多彩な外部講師

から、地域振興の実例を学びます。

【テーマ】 地域創生論

【開催日・内容・講師】 

▲

４月21日（木）…「地域を巡る諸

論説」 富士大学長の岡田秀二さん

▲

４月28日（木）…「岩手県の実態

と岩手県の『地域創生政策』」 岩手

県副知事の千葉茂樹さん

▲

５月５日（木・こどもの日）…「岩

手県南地域の実態と『地域創生戦

略』」 岩手県南広域振興局長の堀

江淳さん

▲

５月12日（木）…「遠野市の課題

と遠野市の地域戦略」 遠野市長の

本田敏秋さん

▲

５月19日（木）…「グローバリゼー

ションとローカリゼーション」 富

士大学大学院教授の斉藤国雄さん

▲

５月26日（木）…「石巻市の課題

と総務省行政・地方創生」 宮城県

石巻市副市長の笹野健さん

※６月以降の日程、内容について

は随時お知らせします

【時間】 午後２時10分～３時40分

【会場】 富士大学５号館１階

【受講料】 １回につき300円

【問い合わせ・申し込み】 富士大

学総務・統括部（緯23-6221）

会場内容月日

文化会館上級救命講習７月16日（土）

消防本部普通救命講習８月20日（土）

まなび学
園

応急手当普及
員講習

８月31日（水）
～９月２日（金）

まなび学
園

応急手当普及
員再講習

９月３日（土）

北消防署
応急手当普及
員再講習

９月17日（土）

消防本部普通救命講習10月16日（日）

消防本部普通救命講習
平成29年 
１月21日（土）

消防本部普通救命講習２月12日（日）

情報information

152016（H28）.4.15

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔３月28日（月）～４月８日

（金）分〕（単位：マイクロシーベルト／時）】

①市役所新館前…0.03～0.05

②田瀬振興センター…0.05～0.07

※国や県が示す指標を大幅に下回

っています

【問い合わせ】 ●本 防災危機管理課

（緯内線476）

■シルバー人材センターを
　ご利用ください

　シルバー人材センターは、市と

国の補助を受けた公益社団法人で

す。健康で働く意欲のある730人の

高齢者会員が、現役時代に培った

知識や経験を生かし働いていま

す。身の回りの軽易な作業に、お気

軽にご利用ください。会員・賛助会

員登録も随時受け付けています。

【問い合わせ・申し込み】 公益社団

法人花巻市シルバー人材センター

（緯24-0556）

■こころの健康相談
　（精神保健福祉相談会）

　こころの病気、気持ちが落ち込

む、眠れない、イライラして落ち着

かない、不安が強い、死にたい、認

知症、アルコールによる問題など

でお悩みの方に、精神科医師によ

る専門相談を行います。相談は無

料で、秘密は守られます。

【日程】 ４月～平成29年３月の毎

月第３水曜日

※事前の申し込みが必要です（受

け付け時間は午後２時～４時）

【会場】 花巻地区合同庁舎２階

※保健師による相談は随時受け付

けています

【問い合わせ・申し込み】 中部保健

所（緯22-4921）、●本 障がい福祉課

（緯内線512）

お知らせ

■自動車税の納期限について

　自動車税は４月１日現在の自動

車の所有者が納める税金です。

　平成28年度の納税通知書は５月

初旬に発送します。

　納期限までに忘れずに納めまし

ょう。

【納期限】 ５月31日（火）

【問い合わせ】 花巻県税センター

（緯22-4912）

胸申し込みが必要な相談には定員があります（先着順・定員になりしだ

い締め切り）。申し込みは、申込開始日の午前８時30分から相談日前日

までに電話で同相談センターへ

胸書類作成に係る個別・具体的な相談は受けておりません

【問い合わせ・申し込み】 ●本 市民生活総合相談センター（緯内線259）

■無料相談をご利用ください

　法律や人権、行政などの無料相談を行います。

申込開始日会場時間実施日相談名

４月21日（木）
市民生活総合相談センター
 （本庁新館１階）

13:30～15:30４月28日（木）行政書士法律相談

５月６日（金） 大迫総合支所第２会議室13:30～15:30５月12日（木）司法書士法律相談

５月10日（火）市民生活総合相談センター10:00～15:00５月11日（水）弁護士法律相談

■無料法律相談会

　日常のさまざまなトラブルにつ

いて岩手弁護士会所属の弁護士が

アドバイスします。お気軽にご利

用ください。

【日時】 ４月26日（火）、午前10時～

午後３時30分

【会場】 岩手県産業会館（盛岡市）

【相談内容】 

▲

民事問題（お金の貸

し借り、土地の所有権や家賃、交通

事故の損害賠償、雇用関係問題な

ど）

▲

家事問題全般

※事前の申し込みは不要です。相

談は当日の受け付け順で行います

【問い合わせ】 岩手弁護士会（緯019-

651-5095）

まなび

■高村光太郎記念館講座
　「高村光太郎の足跡を訪ね
　る～花巻のくらし～」

　疎開のため花巻に身を寄せた光

太郎が滞在した佐藤隆房邸や高村

光太郎記念館、高村山荘など、ゆか

りの地を巡ります。

【対象】 市内に在住または勤務す

る方

【日時】 ５月14日（土）、午前９時30

分～午後３時

【集合場所】 まなび学園

【定員】 20人（抽選）

【受講料】 無料

【申込期限】 ５月２日（月）

【問い合わせ・申し込み】 ●本 生涯学

習課（緯内線418）

■目指そう!!ごみ減量生活

　平成27年度の家庭ごみの処理量

は、平成26年度と比べ、若干減少し

ました。引き続きごみの減量にご

協力ください。

　　　　　　　　　

【問い合わせ】 清掃センター（緯

31-2114）

胸ごみ出しの注意ポイント

　その他プラスチックと発泡スチ

ロールは、袋を別にして出しまし

ょう。

（単位：トン）

平成26年度平成27年度区分

16,43915,813可燃ごみ一
般
ご
み

964980不燃ごみ

165127粗大ごみ

17,56816,920小 計

644639びん資
源
ご
み

199196ペットボトル

560622その他プラスチック

1,4031,457小 計

18,97118,377合 計


