亀ヶ森振興センター
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花巻市 大迫 町亀ヶ 森 8-24-8

平成 23 年 4 月 1５ 日
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平成 23 年度地域づくり交付金
亀ヶ森地区コミュニティ会議は前年同額 493 万円
平成１９年度から地域づく りのための住民組 織・コミュニティ会議 に対して交付され
ている地域づくり交付金に ついて平成２３年 度の交付額が決定 され、交付総額２億円 の
うち亀ヶ森地区コミュニテ ィ会議への交付額 は493万円（前年度と同額）とな りました 。
なお、平成２２年度 事業については 、3月11日に発生した東日本大 震災の影響で一部
の事業を年度内に完了する ことができなかっ たため、本年度に繰り 越して実施するこ と
になっています。
交付金の使途については、 ４月２３日（土） に
予定されている亀ヶ森地区 コミュニティ会議 総会
で決定されます。

住民票・印鑑証明書の電話受付を試行しています
亀ヶ森振興センターでは、 住民サービス向上 のため、平 成 23 年 9 月末までの間、
以下の内容により住民票の 写しおよび印鑑登 録証明書の電話受 付を試行していま す。
①電 話受付によ り交付でき る証明書
・住民票の写し（個人 のもの・世帯全員 の物）
・印鑑登録証明書
②電 話予約でき る方および 証明書を受け 取れる方
・電話予約、受け取り ともに、 ご 本 人の み になります。
③電話 受付から交 付までの手順
１）振興センターに 電話し、希 望する証明書の種 類と、住所 、氏名 、
生年月日、電話番号、交付 希望日を連絡しま す。
表
裏

印鑑証明書を希望する場合 には、印鑑登録番 号も必要です。
あらかじめ市民カード（印 鑑登録証）をご準 備ください。
２）交付希望日に、電話し た振興センターに 来ていただき、 交 付

番号

12 34 5 6

印鑑登 録番 号

申請 書を 記入 して 、本 人確 認 （運転免許証などの 身分証明書
が必要です。） を し た上 で 証明書を交付します。印鑑 証明書交
付の場合は市民カード（印 鑑登録証）も必要 です。

電話連絡した内容が違 っていた場合や、 交付希望日に受け 取りに来なかった 場合
は、改めて手続きをして頂 きますので、ご了 承ください。

受付・交付時間

平日の午前 8 時 30 分〜午後５時 30 分

各自治公民館長を
ご紹介します

湯のまちほっと交流サービス
本年度も引き続き実施します
花巻 市で は、 昨年 度実 施し てご 好評 を頂 いた

1区

菊池

巌さん

「湯のまちほっと交流サービス」を、本年度も継

2区

高橋

正克さん

3区

佐藤

人美さん ( 新)

続して実施します。60歳以上の方4人以上のグル
ープであれば、市と契約している温泉施設を無料

4区

佐藤

幸男さん ( 新)

で利用できます。申請書は振興センターにもござ

5区

青山

博英さん ( 新)

6区

高橋

由幸さん ( 新)

いますので、どうぞご利用下さい。
○ご注意点

7区

加藤

誠さん

・事前に申請書の提出と施設の

8区

高橋

喜吉さん ( 新)

予約が必要となります。
・利用可能な部屋や、送迎等の

各自治公民館の総会が終わ り、本
年度の館長がそれぞれ決まりまし
たので皆さんにご紹介しま す。
館長になった皆さん、どう ぞよろ

サービスは施設によって違い
ますので、それぞれ各施設に
お問い合わせください。
※詳細は各戸配布されるリ ーフレットをご覧 ください。

しくお願いします。

本年度の狂犬病予 防集合注射を 下記の日程 により実施し ます。年１
回の予防注射が法 律により義務 付けられて いますので、 忘れずに受け
て下さい。
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…6,100 円（登録 3,000 円、注射 3,100 円）
②登録済の犬…3,100 円（注射のみ）
○実施日程（亀ヶ森地区）

5 月 13 日(金)

9:30〜 9:40
9:45〜 9:55
10:00〜10:10
10:15〜10:25
10:30〜10:40
10:45〜10:55
11:00〜11:10
11:15〜11:25

亀ヶ森１区自治公民館前
亀ヶ森農構改善センター前
亀ヶ森３区自治公民館前
亀ヶ森４区自治公民館
亀ヶ森５区自治公民館前
亀ヶ森６区自治公民館前
亀ヶ森７区自治公民館前
亀ヶ森８区自治公民館前

他地区の日程
12 日午前 内川目
午後 大迫
13 日午後 外川目

当日都合がつかないときは 、市内の各動物病 院でも
登録と注射が受けられます 。
【問い合わせ】大迫総合支 所 市民サービス課生活福 祉係
℡48-2111 内線 145

空き巣事件が多発中。注意しましょう
亀ヶ森地区内で複数件の空 き巣事件が発生し ています。
大事な家族や財産への被害 を防ぐ
ため、お休みの際や外出時 には戸締
まりをしっかりと行いまし ょう

亀ヶ森地 区農業 者トレ ーニン グセン ターに つきま
しては︑ 震災後 の電力 節約の ため夜 間の貸 出を中 止
しており ました が︑四 月一五 日︵金 ︶から ︑夜間 の
貸し出しを再開 します︒

狂犬病予防集合注射を実施します

大迫地域の人の動 き
３月末日現在(前月比)
人口
男
女

6 , 083 人（△2 7 人）
2 , 930 人（△1 8 人）
3 , 153 人（ △ 9 人）

世帯

1 , 936 戸（ △ 2 戸）

