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第 20 期 「大迫生き生き学園」受講生募集
市民講座「大迫生き生き学園」の第 20 期がスタートします。
今年度は、５月 21（木）の開講式に始まり、
「故郷の歴史と文化と伝承」をテーマに、
健康講座・移動研修・レクリエーション講座など様々な講座を全 10 回で学習する予
定です。クラブ活動で一年を楽しく過ごしませんか？
▽受講対象
60 歳以上の市民のみなさんが対象となります。ただし、講座やクラブ
活動の内容によって興味のある方は、どなたでも自由に参加できます。
お気軽に見学、参加体験にいらしてださい。
▽申込方法
受講希望の方は、大迫総合支所地域振興課地域支援室、または大迫地域
の振興センターへ電話でお申し込みください。
申し込み締切は、5 月８日（金）となっていますので、忘れずに申し
込みをしてください。
◇大迫総合支所地域振興課地域支援室 ℡ 48-2111（内線 211）
▽クラブ活動（参加費 1,000 円）
歌謡・民謡・手踊り・編み物・水墨画・グラウンドゴルフ

宮沢賢治足跡トレッキングツアー(春の部）
宮沢賢治の代表作「風の又三郎」の舞台とされた「猫山」や「モリブデン鉱山」な
どを巡る、「宮沢賢治足跡トレッキングツアー（春の部）」を開催いたします！一般的
には知られていない宮沢賢治が歩いたであろう足跡をたどり、賢治と大迫の関わりを
学びましょう！※トレッキングの後は、参加者の皆さんで交流会を行います。
▽日
時 平成 27 年 5 月 23 日（土）午前８時 30 分から午後５時
▽集合場所 大迫交流活性化センター
▽参 加 費 1,500 円（保険料・交流会費）
▽定
員 20 名（定員になり次第締め切らせていただきます。
）
▽持 ち 物 昼食・飲み物・雨具等
▽申込期限 平成 27 年 5 月 20 日（水）
▽申込方法 大迫総合支所地域振興課地域支援室、または大迫地域の振興センターへ
電話でお申し込みください。※平日の８時 30 分から午後５時までにご連絡ください。
◇大迫総合支所地域振興課地域支援室 ℡ 48-2111（内 211）

4 月 1 日より振興センターの体制が変わりました

瀬川 和広（川原町）
大迫地区の皆さまと共に地域づくり
に貢献できるよう頑張ります。
ご指導、ご支援をよろしくお願いい
たします。
◇大迫振興センター

℡ 48-3231

佐藤 友美（下中居）
3 月までは外川目地区コミュニティ会
議の事務局として地域づくりのお手
伝いをさせていただきましたが、4 月
より嘱託員としてお世話になります。
引き続きよろしくお願いいたします。
◇外川目振興センター

℡ 29-4112

伊藤

絹子（久出内）

地元内川目の環境を守りつつ、皆様
の意見を伺いながら、地域振興のお
手伝いが出来ればと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
◇内川目振興センター

小野

℡ 48-5301

福子(大

林)

亀ヶ森振興ｾﾝﾀｰにお世話になること
になりました。地元を知る機会を頂き
ましたので、一生懸命勉強し地域活動
のお手伝をして参りたいと思います。
ご指導、宜しくお願いいたします。
◇亀ヶ森振興センター

℡ 48-2668

◇大迫総合支所地域振興課地域支援室 ☎ 48-2111（内線 220）

大迫地域市政懇談会日程

早池峰神楽 -雪解けの舞-

大迫地域市政懇談会は次のとおりです。
皆様のご参加をお待ちしております。
▼大 迫地区 平成 27 年５月 25 日（月）
▼内川目地区 平成 27 年 10 月６日
（火）
▼外川目地区 平成 27 年５月 13 日（水）
▼亀ヶ森地区 平成 27 年 10 月１日
（木）

皆さまのご来場をお待ちしております。
▼日 時 平成 27 年５月３日（日）
午前 10 時～午後 3 時（予定）
▼会 場 大迫郷土文化保存伝習館
▼入場料 無料（全席自由）
◇花巻市教育委員会文化財課 ℡45-1311

市長が大迫総合支所で執務します。

犬の登録と狂犬病予防集合注射を実施します

皆さんの声をお聞かせください

犬の登録と狂犬病予防集合注射を実施します。
毎年１回、狂犬病予防注射が法律により義務付けられています。
▼対象＝①生後 91 日以上の未登録の犬 ②登録済みで未注射の犬
▼料金＝①未登録の犬…6,200 円（登録 3,000 円、注射 3,200 円）
、②注射のみ…3,200 円
▼日時＝下記日程表のとおりです。
※都合がつかない場合は市内の各動物病院でも登録と注射が受けられます。
◇大迫総合支所市民サービス課
実施日

4月28日
（火）

受付時間

会

受付時間

実施日

場

市民生活係

℡

9:30 ～ 9:40

亀ヶ森1区自治公民館前

9:35 ～ 9:45

内川目1区自治公民館前

9:45 ～ 9:55

亀ヶ森農構改善センター前

9:50 ～ 10:00

大償バス停前

10:00 ～ 10:10

亀ヶ森3区自治公民館前

10:10 ～ 10:20

立石稲荷神社前

10:15 ～ 10:25

亀ヶ森4区自治公民館前

10:30 ～ 10:40

内川目3区自治公民館

10:30 ～ 10:40

亀ヶ森5区自治公民館前

10:50 ～ 11:00

中乙生活改善センター前

10:45 ～ 10:55

亀ヶ森6区自治公民館前

11:15 ～ 11:25

白岩橋バス停前

11:00 ～ 11:10

亀ヶ森7区自治公民館前

11:35 ～ 11:45

大迫林業者等地域住民交流施設（折壁）

11:15 ～ 11:25

亀ヶ森8区自治公民館前

11:55 ～ 12:05

狼久保バス停前

12:50 ～ 13:00

外川目振興センター前

12:10 ～ 12:20

大又バス停前

13:10 ～ 13:20

外川目基幹集落ｾﾝﾀｰ前

13:40 ～ 13:50

大迫保健福祉センター裏側駐車場

13:35 ～ 13:45

沢崎生活改善ｾﾝﾀｰ前

13:55 ～ 14:10

大迫交流活性化センター（旧ｺﾐｾﾝ）

14:00 ～ 14:10

旭の又集会施設前

14:15 ～ 14:25

公共上町駐車場（中居川ｱﾊﾟｰﾄ）付近

14:30 ～ 14:40

大迫中学校駐輪場隣公用車車庫前

◇本庁地域づくり課 24-2111 内線 420
◇大迫総合支所
48-2111 内線 221

場

会

大迫総合支所駐車場

※１

5 13

48-2111（内線 147）

9:15 ～ 9:30

4月29日
（水）

市長がおおむね月１回、大迫総合支所で執務を
行っています。
まちづくりについて皆さんが思っていること、
をお聞かせください。
▼５月の執務日
時間 13:00 ～ 15:00
※事前の申し込みは不要です。
月
日（水）

慶弔欄は、ホームページに
掲載しませんので、ご了承ください。
※２

※１ 大迫保健福祉センター会場は正面玄関ではなく、裏側に回ってい
ただいた駐車場が会場となります。
※２ 平成26年度から下中居自治公民館前から外川目振興センター前に
場所が変更となっております。

水道料金収納窓口を終了します
岩手中部水道企業団が大迫総合支所に設置
している窓口での水道料金収納業務は 5 月 31
日をもって終了します。
6 月 1 日以降の料金のお支払いは、水道お
客様センター、各金融機関、コンビニエンス
ストア、口座振替をご利用ください。
花巻水道お客様センター ℡ 24-2175

3月末日現在（前月比）
大迫地域

大迫地区

内川目地区

外川目地区

亀ヶ森地区

人口

5,574 人（△ 20人）

2,271 人（△ 4人）

1,365 人（△ 1人）

798 人（△ 9人）

男

2,704 人（△ 14人）

1,072 人（△ 4人）

678 人（△ 2人）

404 人（△ 2人）

550 人（△ 6人）

女

2,870 人（△ 6人）

590 人（

世帯

1,922 戸（

4戸）

1,199 人（

0人）

687 人（

1人）

394 人（△ 7人）

900 戸 (

5戸）

434 戸（△ 1戸）

236 戸（△ 1戸）

1,140 人（△

352 戸（

6人）

0人）
1戸）

